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CAST ユーザーガイド 

このドキュメントについて 

このドキュメントはCASTアプリケーションを詳細に説明し、CAST内での各種タスクの手順を示し

ます。 

下線付きの青い文字は、外部へのリンクか、ドキュメント内の別のセクションへのリンクです。この

ドキュメント内をナビゲートするには、PDF のブックマークや、目次のエントリーを使用します。 

以下のリンクに、常に最新バージョンの CAST ユーザーガイド（英語版）が用意されています。 

このドキュメント内のサンプルは、対応機能もしくはバージョンの違いなどの理由により、お使いの

CAST と異なることがあります。 

 

ご注意：画像はあくまでもサンプルとなり、システム動作のデモンストレーションとご紹介に使用さ

れています。実際の動作と異なることがございます。このドキュメントのサンプルはご利用の CAST
のバージョンと異なることもあり、使用できる機能がない場合もございます。 

 

カスタマーサポート 
FCM サポートデスク 03-3286-6633 自動音声後に”20”を押してください。 

営業   03-3286-6633 自動音声後に”10”を押してください。 

 

CAST ユーザーガイド 
CAST ウィンドウの右上にヘルプメニューがあります。クリックをすると Online ヘルプをご参照頂

けます。 
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顧客およびアカウント作製ツール 

CAST は、Web ベースの管理ツールです。これによって FCM は以下の対応ができます。 

• カスタマー、アカウント、トレーダー、セールスシリーズ、 

および CAST ユーザー自体の管理 

• クライアントの取引の監視 

• トレードおよびアカウントに関するクライアントへの対応  
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はじめに 

他言語の CAST 
CAST にログインするとき、使用する CAST の言語を選択できます。現在は日本語・英語・ロシア語

を使用できます。 

 
 

英語以外の言語を選択すると、CAST のほとんどのページがその言語で表示されます。   

翻訳バージョンが用意されているページは、以下のとおりです。 

 

メニューグループ メニュー項目 メニューグループ メニュー項目 

[アカウント] [アカウント権限] [カスタマーサービス] [ポジション] 

[アカウント] [アカウント情報] [カスタマーサービス] [詳細検索]  

[アカウント] [参加できるマーケット] [カスタマー] [カスタマー情報] 

[アカウント] [残高] [カスタマー] [新しいカスタマー] 

[アカウント] [グループアカウント情報] [カスタマー] [削除されたカスタマー情報] 

[アカウント] [新しいアカウント] [レポート] [アクティブトレーダー] 

[アカウント] [新しいグループアカウント] [レポート] [トレーダー履歴] 

[アカウント] [新しいオムニバスアカウント] [ルート] [リスク設定] 

[アカウント] [ポジション上限]   [セールスシリーズ] [新しいセールスシリーズ] 

[アカウント]  [詳細検索]  [セールスシリーズ] [削除されたセールスシリーズ情報] 

[アカウント] [削除されたアカウント情報] [セールスシリーズ] [セールスシリーズ情報] 

[アカウント] [リスクパラメーター]    [トレーダー] [請求設定] 

[アカウント] [リスク設定] [トレーダー] [取引可能銘柄] 

[CAST] [ログオフ]   [トレーダー] [新しいトレーダー] 

[カスタマーサービス] [アカウントのサマリー] [トレーダー] [削除されたトレーダー情報] 

[カスタマーサービス] [現在の注文詳細] [トレーダー]  [トレーダーの承認] 
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メニューグループ メニュー項目 メニューグループ メニュー項目 

[カスタマーサービス] [新しい外部の注文] [トレーダー]  [トレーダー情報 ] 

[カスタマーサービス] [新しい外部のポジション] [ユーティリティ]   [パスワードの変更] 

[カスタマーサービス] [古い注文詳細] [ユーティリティ]   [クライアントメッセージング] 

[カスタマーサービス] [オープンポジション] [ユーティリティ]   [未完成の項目] 

 

 

翻訳されていないページの名前は、メニュー内で英語のまま表示されます。 

CAST を起動するときに、翻訳された[ログオン]ウィンドウを使用することもできます。 
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日付と数値の地域設定 
CAST では日付と数値の形式を、各地域の標準に合わせて日付と数値を表示できます。   

CAST では、選択された言語に固有の以下のような既定の設定を使用します。 

英語バージョンの日付 M/d/yyyy  

英語バージョンの小数点 . 

ロシア語バージョンの日付 d.M.yyyy 

ロシア語バージョンの小数点 , 

 

以下のページには、このローカライズが反映されます。 

メニューグループ メニュー項目 メニューグループ メニュー項目 

[アカウント]                         [アカウント情報]                     [カスタマーサービス]                 [詳細検索]                      

[アカウント]                         [残高]                         [FCM] [Default Account Risk Params] 

[アカウント]                         [新しいオムニバスアカウント]              [FCM] [Min FCM Risk Params] 

[アカウント]                         [ポジション上限]                   [FCM] [New FCM] 

[アカウント]                         [削除されたアカウント情報]             [レポート]                          [アクティブトレーダー]                   

[アカウント]                         [リスクパラメーター]                    [レポート]                          [Route Activity] 

[カスタマーサービス]                 [アカウントのサマリー]                  [レポート]                          [SS History] 

[カスタマーサービス]                 [現在の注文詳細]            [レポート]                          [トレーダー履歴]                   

[カスタマーサービス]                 [新しい外部の注文]               [トレーダー]                          [請求設定]            

[カスタマーサービス]                 [新しい外部のポジション]            [トレーダー]                          [取引可能銘柄]                      

[カスタマーサービス]                 [古い注文詳細]                [トレーダー]                          [削除されたトレーダー情報]              

[カスタマーサービス]                 [オープンポジション]                   [トレーダー]                          [トレーダー情報 ]                      

[カスタマーサービス]                 [ポジション]                        [トレーダー]                          [請求設定]            

 

アドオンをインストールすると、PC 上の地域の設定を読み込むように CAST をセットアップするこ

ともできます。 
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CAST で地域の設定を表示するには 

1. CAST とそのブラウザウィンドウが起動していないことを確認します。これらの設定を適用する

には、CAST とブラウザウィンドウを閉じておく必要があります。 

2. [スタート]ボタンをクリックします。 

3. [コントロール パネル]をクリックします。 

4. [地域と言語]をダブルクリックします。 

 

 
 

5.  [地域の言語]ウィンドウで、選択項目を設定します。 

6. [OK]をクリックします。 

7. CAST にログオンします。ウィンドウに、CAST がアドオンのインストールを試みるメッセージ

が表示されます（Internet Explorerのセキュリティ設定で、署名付き ActiveX コントロールのダ

ウンロードが[ダイアログを表示する]または[有効にする]になっていることが前提です）。 
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CAST へのログオン 
この手順は、CAST のユーザー名とパスワードが設定済みであることが前提です。ユーザー名とパス

ワードが設定されておらず、CAST を使用したい場合は、CQG の FCM サポートデスク（03-3286-
6633）までご連絡ください。 

[ログオン]ウィンドウを他の言語で表示するには、言語の略称を URL に含めます。たとえば、日本語

の場合は「www.cqgtrader.com/cast/default_jp.asp」などにします。他の言語が使用できるようにな

り、その言語を使用するときは、「jp」を言語の略称に置き換えます。 

CAST はポップアップウィンドウ内に開くので、CAST に対してポップアップを許可する必要があり

ます。ポップアップブロックのメッセージが表示される場合は、メッセージをクリックし、次のよう

に[このサイトのポップアップを常に許可]を選択します。   

 

 
 

同時に実行できる CAST は 1 つだけです。2 つ目の CAST にログオンしようとすると、最初の CAST
が閉じられてから 2 つ目が開きます。 

•  

ログインをするには 

1. Web サイト「www.cqgtrader.com/cast」にアクセスします。次のようにサインインを要求されま

す。 

 
2. ユーザー名とパスワードを入力します。 

3. 必要に応じて、CAST で使用する言語を選択します。 

4. [送信]をクリックします。新しいブラウザウィンドウで CAST が開きます。元のブラウザウィン

ドウは開いたままです。ログオフするときまで、そのままにしておいてください。 

 

 

http://www.cqgtrader.com/cast/default_jp.asp
http://www.cqgtrader.com/cast


ページ 9 

CAST ユーザーガイド 

ページロック 
書き込みアクセス権を持つユーザーが CAST 内のページを開くと、そのページはロックされます。

このページにアクセスする他のユーザーは、情報を見ることしかできません。ページロックは、デー

タパネルの一番下に表示された時刻に期限が切れます。たとえば、次のとおりです。  

 

 
 

[更新]ボタンをクリックすると、期限切れまでの時間が再計算されます。 
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コンセプト 

CAST ユーザーの対応範囲と権限 
スコープとは、対応範囲、つまりアクセスできる項目を指し、権限ではその項目内にて対応できるア

クションを決定します。 

3 段階のスコープがあります。 

 ゲートウェイ管理者 

CQG システム内の全カスタマー、アカウント、トレーダー、セールスシリーズ、CAST ユー

ザーにアクセスが可能です。 

 FCM 管理者 

各 FCM（FCM）に連なるカスタマー、アカウント、トレーダー、セールスシリーズ、CAST
ユーザーにアクセスができます。 

 セールスの代表 

特定セールスシリーズに関連する情報にのみアクセスができます。 

 

対応スコープに基づいて特定の情報を確認することができますが、情報の変更ができないことがあり

ます。変更ができる権限がない場合には、以下のようなメッセージが発生します。 

 
セキュリティの問題のため、CAST のご自身の情報や権限を変更できません。 

権限は CAST 権限を設定するにはページで設定します。 

この後のセクションで示すメニューは、特定の権限を持つ FCM に適用されるものです。同じ権限を

持たない場合も考えられます。 
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組織 
CAST 内で作成する組織は、FCM（FCM）から始まります。FCM には、いくつかのセールスシリー

ズを関連付けることができます。セールスシリーズは FCM の配下で、たとえば東京事務所などで

す。1 つのセールスシリーズは複数のカスタマーを持つことができます。1 つのカスタマーは複数の

アカウントを持つことができます。1 つのアカウントは複数のトレーダーを持つことができます。 

 

 
 

 

作成手順 
新しいCASTユーザーは、リスクパラメーターを設定し（「FCMアカウントの設定」を参照）、

CASTユーザーを追加すること（「CASTユーザーの管理」を参照）が考えられます。 

CAST ユーザーの標準的なワークフローは次のようになります。 

 

Create 
sales series

Create 
customer

Create 
account

Add 
authorized 

traders
Set balances Set risk 

parameters

Select 
allowable 
markets

 
 

  

セールスシリー

ズの作成 カスタマーの 

作成 

アカウントの 

作成 

トレーダーの 

追加 

残高の設定 リスクパラメー

ターの設定 
参加できるマー

ケットの選択 
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リスクパラメーター 
最初に CAST を使用するにあたり、リスクパラメーターの設定がおそらく最初の作業になります。

権限によりリスクパラメーターの対応が異なります： 

 FCM (FCMs > Min FCM Risk Parameters) 

 アカウント（FCMs > Default Account Risk Params and Accounts > Risk Parameters) 

 トレーダー（トレーダー > リスクパラメーター） 

またマーケットにより設定（アカウント > マーケットリミット） 

大きく FCM、アカウント、トレーダーに分かれたリスクパラメーターがあります。以下セクション

により各パラメーターの関係が説明されています。画像はあくまでもサンプルとなり、システム動作

のデモンストレーションとご紹介に使用されており、実際のリスク管理の状況とは異なることがござ

います。 

 

FCM 

FCM リスクパラメーターは FCM メニューの Min FCM Risk Params ページより設定をします。名

前が示すとおり、このパラメーターは FCM 全体における最小設定となります。 

下図の場合、Trade Size Limit は 1,000,000、Commodity Position Limit は 750,000、
Contract Position Limit は 300,000 です。作成するアカウントにも反映される最小パラメーター

となります。 
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アカウント 

２つのアカウントリスク設定ページがあります：FCMs > Default Account Risk Params と アカ

ウント > リスクパラメーター 

デフォルトパラメーターは新規のアカウントに適用され、アカウントパラメーターや FCM 最小のパ

ラメーターよりも優先度は低くなります。 

下図の場合、最小の FCM パラメーターよりも Trade Limit・Commodity Position Limit・
Contract Position Limit のパラメーター設定が厳しく設定してあります。 

 

 
アカウントの作成後、デフォルトのパラメーターよりもさらに厳しい制限を掛けることができます。

アカウントメニューのリスクパラメーターページより、FCM とデフォルトアカウントパラメーター

より緩い設定をすることができます。（設定に矛盾が生じた場合は、赤色にハイライトされます） 
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下図の場合、トレードサイズ上限は自動的にデフォルトパラメーターに沿って入力されますが、上限

を 250,000 に変更をしています。商品や限月ポジション上限も減らしています。トレードの価格制

限のリスクパラメーターを追加して、”危険なマーケットへの注文を拒否する” を有効にし、証拠金

サブシステムも使用しています。 

 

 
 

トレーダー 

トレーダーリスクパラメーターはオーダーハンドラーのクラスのトレーダーにのみ適用されます。

オーダーハンドラーとはオーダーデスクや CQGTrader や CQG Integrated Client を通して共通し

ない取引をするために作成されたクラスです。この場合、パラメーター設定をすることにより追加の

リスク保護がなされます。 

これらのパラメーターは FCM の最小設定には反映されません。 

またオムニバスアカウントのリスクパラメーターをオーバーライドすることもありません。ただし、

通常アカウントとグループアカウントの設定はオーバーライドすることができます。 

詳細は”トレーダーレベルのリスクパラメーターを設定するには”をご参照ください。 
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下図の場合、トレードサイズ上限を 10%に設定をしています。トレード証拠金上限と証拠金サブシ

ステムはアカウントの設定を使用します。 
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マーケット 

アカウントメニューのマーケットリミットページにて市場に対する商品ポジション上限、銘柄ポジシ

ョン上限、限月ポジション上限、トレードサイズ上限、トレードの価格制限が設定できます。オプシ

ョンはデフォルト（アカウント>リスクパラメーターページでの設定値を使用）、制限、無制限より

選択ができます。 

マーケットにおけるパラメーターはトレーダー、アカウント、FCM パラメーターより緩い設定が可

能です。 

下図を見ると、詳細まで設定できるのがおわかりなると思います。全ての商品、全ての米国商品、全

ての米国以外の商品、NYMEX（取引所）、CLE と CLI（クルードオイル・商品）、先物、オプショ

ン、スプレッド、バタフライ、と段階に分けて設定が可能です。 

トレードサイズ上限を 10%に設定をしています。トレード証拠金上限と証拠金サブシステムはアカ

ウントの設定を使用します。（CLE を検索しているため、CLE の文字がハイライトされています） 
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オムニバスアカウント 
1 つのオムニバスアカウントには、取引所の清算会員である FCM（A）と、取引所の清算会員でない

他の FCM（B）が含まれます。（B）に関連付けられているトレーダーは、（B）のアカウントを使

用して発注しますが、注文はオムニバスアカウントに関連付けされ取引所に送られます。 

CAST 管理者が（A）と（B）の FCM に対しオムニバスルートを設定後、（A）がオムニバスアカウ

ントを設定して正しいロケーションとリスクサーバーを確認し、（B）が通常のアカウントを設定し

ます。 

オムニバスアカウントに割り当てられるのは、オムニバスルートだけです。FCM が現在のオムニバ

スアカウントにルートを割り当てられるのは、その関連付けによるルート、リスクサーバー、ロケー

ションの組み合わせが存在しない場合だけです。 

これらのアカウントは、[オムニバスアカウント]ウィンドウでセットアップします。以下の点に注意

してください。 

• オムニバスアカウントは、マスターアカウントとして、またはグループアカウントの一部と

して選択することはできません。 

• FCM の最小リスクパラメーターは、オムニバスアカウントには適用されません。  

• オムニバスアカウントは、アカウントリストには表示されません。 

• 以下条件に当てはまる限り、オムニバスアカウントの移行対応が可能です。 

- 受付中注文がない場合、かつ 

- 複数のルートにて他のアカウントにオムニバスとして移行させたいアカウントが割

り当てられてない場合、かつ 

- 移行させたいアカウントが有効なルートとしてオムニバスアカウントに紐付けされ

ていない場合 

オムニバスアカウントは通常アカウントと共有することができます。アカウント情報のページにある

ルーティングオプションより通常アカウントに対してどのオムニバスアカウント・ルートを使用する

か特定をすることができます。 

CAST 管理者が FCM アカウントを設定の際、オムニバス対応を禁止 or 必須 or 許可のいずれか指定

します。オムニバスアカウントのフィールドはサポート設定をベースにして口座を表示します。デフ

ォルトのアカウントは、管理者より設定されたもっとも高い相対的優先順位のあるオムニバスアカウ

ントとなります。 

オムニバスアカウントを削除した場合、オムニバスアカウントのコラムオプションより削除されま

す。ルーティングオプションの表示 / 訂正はこの機能への許可に付随します。 

参照：  

オムニバスアカウントを作成するには  
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２つのオムニバスアカウント経由する Passenger Omnibus アカウン

ト 

以下状況を例に挙げます。 

 会社 A は取引所 Y の清算会員です。 

 会社 B は取引所 Y の非清算会員です。 

 会社 C は会社 B の顧客です。 

 会社 C は取引所 Y と取引を望んでいるが、C と契約をしている会社 B は非清算会員です。 

会社 B は会社 C を顧客として留めるため、会社 A のオムニバスを経由し取引所への発注をし

ます。 

そのために、会社 C は最初に会社 B のオムニバスアカウントを使用します。 

CQG はこの２つのオムニバスを経由するアカウントをパッセンジャーアカウント（passenger アカ

ウント）と呼びます。 

以下ご注意ください。 

トレーダーはオムニバスアカウントの使用の許可がある。 

外部の注文や建玉の使用がオムニバスアカウントにて許可されている。 

• 以下条件に当てはまる限り、オムニバスアカウントの移行対応が可能です。 

- 受付中注文がない場合、かつ 

- 複数のルートにて他のアカウントにオムニバスとして移行させたいアカウントが割

り当てられてない場合、かつ 

- 移行させたいアカウントが有効なルートとしてオムニバスアカウントに紐付けされ

ていない場合 
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オーダーハンドラー（トレーダー・クラス） 
トレーダーは通常通りのアカウントからの発注だけではなく、承認された FCM やセールスシリーズ

のアカウントを使用して取引することができます。このトレーダーをオーダーハンドラーと呼びま

す。 

オーダーハンドラーとしてトレーダーを設定するには、管理者が CAST ユーザーへトレーダーレベ

ルのリスクパラメーターの変更権限を与える必要があります。 

この CAST ユーザーが、トレーダー情報ページのトレーダー・クラスからオーダーハンドラーを選

択することにより、複数のアカウント間にて取引をさせることが可能になります。この設定は新しい

トレーダーページにもあります。 

 

 
最終的に CAST ユーザーはオーダーハンドラーのトレーダーに以下設定をします： 

参加できるマーケット、FCM とセールスシリーズ、 

リスクパラメーター（トレードサイズ上限、トレード証拠金上限、証拠金サブシステム、 

証拠金乗数） 

この設定はトレーダーのメニューより行います。トレーダーレベルのリスクパラメーターはリスク計

算に組み込まれ、アカウントの参加できるマーケットをオーバーライド設定します。 

注文詳細ページではオーダーハンドラーの注文確認ができます。 
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CQG ゲートウェイ 
CQG のゲートウェイインフラの改善により、取引処理のレイテンシーが短縮され、使いやすさが向

上しました。またゲートウェイは各拠点に配置されていることから、トレーダーは自分のロケーショ

ンから最も近いゲートウェイを使用することができます。 

トランザクションの速度を最適化するゲートウェイに接続することで、トレーダーは注文処理のレイ

テンシー短縮を実感することができます。 

FCM は、1 つの CAST で世界中のお客様を管理できます。また、CAST のアップデートでは以下の

ような[ロケーション]オプションが追加されました。  

 

• [アカウント情報 ]：[現在のロケーション]項目および[このアカウントに使用するリスクサーバー

のインスタンス ]項目が追加されました。これらの項目には既定の設定が表示されますが、初期

設定時に FCM が変更することも可能です。 

• [グループアカウント]：単一のロケーションを持つグループにのみアカウントを追加できます。

移行要求が実行中の場合にはアカウントの追加や削除は行えません。 

• [トレーダー情報 ]：FCM によるトレーダーのロケーション選択が行える[現在のロケーション]項
目が追加されました。 

• [注文詳細 ]：注文をロケーションごとに行うようになったため、データベース単位で検索するた

めのドロップダウンメニューが追加されました。注文は、発信元のアカウントが指定されている

ロケーションからの注文として処理されます。 

 

CAST でカスタマー、アカウント、トレーダーのセットアップを行う前に、下記各項目のロケーショ

ンの設定方法を確認してください。 

 

• FCM には CQG が推奨するロケーションが指定されます。 

• カスタマーはロケーションに影響されません。  

• アカウントのロケーション設定は自動的に入力されますが、FCM が変更することも可能です。

初期設定でアカウントがそのアカウントに関連付けられたトレーダーを持たない場合、FCM の

ロケーションが継承されます。アカウントがそのアカウントに関連付けられたトレーダーを持

つ場合は、トレーダーのロケーションが継承されます。ロケーションが指定されるとロケーシ

ョンはアクセス不可となり、その場合には CQG の FCM デスクを通じて移行要求を送信する必

要があります。 

• トレーダーのロケーションは、新しいトレーダー作成時に FCM による設定が可能で、またト

レーダー情報の更新時に FCM による変更も可能です。 
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IP ホワイトリスト 
ホワイトリストとはサービスやアプリケーションにアクセスを許可された構成のリストになります。

パーティでいうところのゲストリストになります。 

CAST では、IP アドレスのホワイトリストを作成できますので、リストにある IP アドレスからのみ

CQG のアプリケーション（CQG Integrated Client や CQGTRADER 等）が接続できます。このリ

ストは FIX 接続にも対応しています。 

 

トレーダー毎に、個々の IP アドレスもしくは IP アドレスのレンジ（IPv4 フォーマット）にて対応

できます。ホワイトリストが有効になっていた場合、リストにないアドレスからの接続は弾かれま

す。（トレーダーはその理由が表示されたエラーを受け取ります） 

 

（注意）既存トレーダーに対しては自動的にホワイトリスト登録が行われません。新規トレーダーの

デフォルト設定はリストから除外されるようになっています。 

 

トレーダー情報ページからホワイトリストの IP アドレスの変更ができ、CAST ユーザーが行った変

更の申請を認可対応できます。(CAST Users > CAST Permissions > Administration > Modify 
CAST User’s IP Whitelist) 

 

IP アドレスの入力 

IP 情報はトレーダー情報ページより入力ができます。ネットワーク管理者のサポートとご一緒に対

応することを推奨します。 

 
 

1. トレーダー情報の IP アドレスのホワイトリストのセクションにて、新しい IP アドレスを追加

するボタンをクリックします。 

2. IP アドレスネットワークマスクを入力します。 

3. IP アドレスサブネットワークマスクを入力します。 

4. [保存]ボタンをクリックします。 

 

この対応により IP 情報が保存されます。ホワイトリストを有効にするには追加の対応が必要です

が、この対応により IP アドレスを削除せずにホワイトリストのオンとオフができるようになりま

す。 

IP アドレスを削除するには、削除のチェックボックスをいれ、[保存]ボタンをクリックします。 
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ホワイトリストのオンとオフ 

1. トレーダー情報のページにある IP アドレスのホワイトリストのセクションにて、IP アドレス

のホワイトリストを使用するにチェックを入れるとホワイトリストがオンとなります。 

2. [保存]ボタンをクリックします。 

 

オフにする場合には、チェックボックスをはずします。 
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2 段階パスワード認証 
トレード機能のログオンにあたり 2 段階のパスワード認証を行うことができます。１段階目は CAST
にて設定されたパスワード、２段階目にワンタイムパスワード（OTP）となります。 

 

FCMFCM 

既存もしくは新規の FCM は最初のパスワード認証を使用します。 

2 つ目の対応では、FCM は DS3 システムとそのサーバーを設定する必要があります。CQG サポー

トもお手伝いいたします。 

設定後、FCM は DS3 ウェブベース管理ツールを使用しトレーダーを作成･管理します。 

（注意）管理ツールのトレーダー・ユーザーID は CAST におけるトレーダーのユーザー名と同じも

のとします。 

 

カスタマー 

FCM はカスタマー毎に１段階、もしくは２段階のパスワードを使用するか決めます。一段階のみの

対応の場合は、デフォルトが一段階のみとなりますので、そのままご使用になれます。 

使用できる認証システムはカスタマー情報のページにリストされ、以下画像のようになります。 

 
 

トレーダー 

カスタマーとリンクをしているトレーダーはカスタマーレベルの認証システムを引き継ぎます。 

リンクをしていない場合には、一段階認証のみとなります。 

一段階もしくは二段階間の認証の手順変更した場合には、CAST にてパスワードのリセットを行って

ください。 

トレーダーは通常通りにログオンをします。２段階認証に設定されていた場合には、システムが

OTP を確認するので、認証機器よりパスワードを取得して対応します。システムがユーザー名、パ

スワード OTP を認証し、問題がなければログオンができます。 
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パスワードの管理 

１段階の認証で使用されるパスワードは CAST にて変更ができます。（トレーダー認証つまり GW 
ユーザー名/パスワードになります） 

２段階の認証で使用されるパスワードはスタティック（静的）ではないため CAST では変更できま

せん。 

（トレーダー Authentication トレーダー認証=External DS3 no psw manage） 

この場合、上記機能は使用不可となり、FCM は DS3 ツールを使用して変更をかけることができ、下

図のようになります。 
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CAST が Internet Explore のバージョンにより使用できない場合は 

以下対応をお試しください。 

1. Internet Explore を開きます。 

2. ツール→互換表示設定を選択します。 

  
3. 追加する Web サイトに cqgtrader.com を入力し、追加のボタンをクリックします。 

  
4. Internet Explore を再起動してください。 

この対応にて起動できない場合には CQG のサポートまでご連絡ください。 
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CASTウィンドウ 

CAST を起動すると、次のような画面が表示されます。 

 
 

CAST ウィンドウには、ナビゲーション、検索、データの 3 つのパネルがあります。CAST を使用す

るには、ナビゲーションパネルで項目を選択し、検索パネルで検索条件を入力してから、データパネ

ルで検索結果を確認します。 

たとえば、注文詳細を取得するには、ナビゲーションパネルで[カスタマーサービス]をクリックし、

[現在の注文詳細]をクリックします。次に、検索パネルで注文、チケット、取引所、限月、アカウン

ト、またはトレーダー検索します。検索パネルで、目的のレコードをクリックします。データパネル

に注文詳細が表示されます。 

パネルのサイズを変更するには、マウスカーソルをパネルの境界線に動かし上下の矢印が出ました

ら、ドラッグアンドドロップにてサイズを変えます。 

 

ナビゲーションパネル 

データパネル 

検索パネル 
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ナビゲーションパネル 
 

ナビゲーションパネルには、CAST で使用できるツールへのリンクがあります。見出しのテキストを

クリックするとセクションが展開されるので、使用するツールをクリックします。 

次に検索パネルを使用して、セールスシリーズ、カスタマー、アカウント、またはトレーダーを検索

します。   

（注意）表示されるメニューは権限により異なります。 

以下のツールは、検索パネルからは独立しています。 

• [詳細検索]  

• [新しいカスタマー] 

• [新しいトレーダー] 

• [新しいセールスシリーズ] 

• [New CAST User] 

• [アクティブトレーダー] 

他のすべてのツールは、検索パネルを使用されます。 
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検索パネル 

 
 

検索パネルは、ナビゲーションパネルでの選択と連動しています。   

たとえば、ナビゲーションパネルで[セールスシリーズ情報]を選択すると、検索条件にはセールスシ

リーズの名前、番号、および ID が含まれるため、セールスシリーズに関係する情報を使用して検索

を行うことができます。 

検索が完了すると、検索パネル内の表に検索結果が表示されます。   

 
 

この表の中でレコードをクリックすると、詳細がデータパネルに表示されます。 

情報が表示されると、ナビゲーションパネルで別のオプションを選択して、その検索に関係する追加

的な情報を表示できる場合もあります。たとえば、アカウント情報が表示された後に[セールスシ

リーズ情報]または[カスタマー情報]をクリックして、そのアカウントに関連付けられているセールス

シリーズまたはカスタマーを表示できます。 

検索結果は、新しい検索を行うと更新されます。   

検索パネルを非表示にするには、ウィンドウ最上部の[検索]をクリックします。 

 

（注意）上記プロセスは検索に成功した場合を仮定しています。 
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データパネル 
データパネルには、検索結果が表示されます。また、[新しいカスタマー]や[アクティブトレーダー]
など、検索パネル以外もここに表示されます。   

以下画面はトレーダーの検索結果です。 

 
ページのパネルには、以下の要素が表示される可能性があります。 

• [更新]ボタン：保存されていないすべての変更をクリアし、前回保存されたときの状態に

表示を戻します。   

• [保存]ボタン：変更を保存します。 

• [削除]ボタン：レコードを無効にします。ただし、情報は削除されません。 

• [Status Message]：[更新]ボタンのすぐ上にあり、ページロックの有効期限や、ページ

が正しく保存されたかなど、システムの現在の状態に関する情報を示します。 
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FCMアカウントの設定 

[FCM]メニューには、FCM の最小リスクパラメーター、アカウントの既定リスクパラメーター、お

よび実行可能なトレード機能（[Dynamic DOMTRADER（板画面）]や[Buy/Sell Fast Click（シングル

クリックからの発注）]など）を設定するためのオプションがあります。 

[FCM]メニュー：以下ページを含みます： 

• バックオフィス設定 

• 最小および既定の FCM リスクパラメーターを設定するには 

• デフォルトアカウントのリスクパラメーター 

• 発注機能について 

• FCM の証拠金設定 
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FCM 銘柄シンボルの設定（バックオフィス設定） 
Backoffice Config のページ（FCM メニュー内）では CQG 銘柄と FCM の銘柄シンボルをマップす

る方法をご提供しています。CQG ではバックオフィスの対応時に、数多くの銘柄シンボルを設定し

ているため、このツールは主に保守のために使用されます。 

この設定は権限がないと使用できません。(CAST User Permissions > Administration > 
FCM > View BackOffice Configuration & Add/Modify BackOffice Configuration) 

 
Backoffice Config ウィンドウは二つのパーツに分かれています。ひとつは FCM シンボルの対応

(D)、もうひとつは FCM シンボルを CQG の銘柄シンボルへのマッピング対応と価格設定(E)です。 

上部セクションに表示されるシンボル(D)は FCM ステートメント上で使用される先物・オプション・

取引所のシンボルとなります。そのシンボルは CQG シンボルとマップさせてください。（このウィ

ンドウのパーツは新規シンボル用のものとは異なります。） 

FCM バックオフィス ID はウィンドウの上部左(A)にあります。数少ない例ではありますが、FCM 間

にてバックオフィスを共有した場合には、ひとつの変更が共有をしている全 FCM (B)に適用されます

のでご注意ください。 

設定の許可がされていれば、Reparse ボタン(C)はこのウィンドウに表示されます。この機能を使用

する場合、CAST ユーザーは使用の許可設定がされている必要があります。(CAST Users > 
CAST Permissions > Administration > FCM > BO Config ページの Reparse 
Positions) 以下対応ができます。 

 Clear ボタンをクリックすると、このタスクから出て全てのウィンドウがアクティブになりま

す（変更を[保存]をしたくない場合に使用します） 

 CTRL+F にて商品リストより検索ができます。 

 xBit・詳細にて銘柄コードをソート、もしくは Today’s Unresolved Symbols, All 
Unresolved Symbols, Not Tradable or New Symbol にてマッチさせます。xBit・
CQG コード、もしくは Configured Symbols での詳細にて銘柄コードをソートします。 
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シンボルウィンドウの詳細（D） 

ウィンドウ 説明 

Today’s Unresolved Symbols 

本日のエラーシンボル 

当日の建玉にてマッピングや価格の変換にエラーがあった銘柄

シンボルを表示します。取引不可エラーのシンボルは Not 
Tradable ウィンドウに移動します。 

FCMCode =清算会員商品コード 
Description = 商品の正規ファイル名 
FCMExchName = 取引所 ID（数値） 
FutOpt = 先物かオプションの銘柄の特定。 f = 先物, o = オ
プション 
Num Affected Accounts = エラーシンボルのある口座数 
Status = ステータス： Not Resolved（未解決）, 
Resolved（解決済）, Reparse Pending（処理待ち）, 
Reparse Successful（処理成功）,  

Reparse Failed（処理失敗）. 
Positions Reparse Status Message = ステータスの追加

情報 例としては Reparse の失敗した理由 

All Unresolved Symbols 

全エラーシンボル 

Today’s Unresolved にリストされなかったシンボルで、マッ

ピングや価格の変換にエラーがあった銘柄シンボルを表示しま

す。取引不可エラーのシンボルは Not Tradable タブに移動

します。 

Symbol =清算会員商品コード（FCMCode と同じ） 
Description = 商品の正規ファイル名 
FCMExchName = 取引所 ID（数値） 
FutureOption = 先物かオプションの銘柄の特定。 

 f = 先物, o = オプション. 

Configured Symbols 

設定済シンボル 

選択された FCM 銘柄マップに追加されたシンボルを全てリスト

します。 
ID = ID（数値） 
FCMFut = 清算会員の先物用コード 
FCMOpt = 清算会員のオプション用コード 
CQGCode = CQG 銘柄シンボル 
xBit = 各銘柄に割り当てられたユニーク ID 
FCMExchange = 取引所 ID（数値） (FCMExchName と同

様) 
Description = 商品の正規ファイル名 

Not Tradable 

取引不可 

取引不可とされた未処理銘柄シンボルをリストします。 取引不

可エラーのシンボルはこのタブに移動します。 シンボルの整理

ができるようになりますので、Unresolved タブには取引ゲー

トウェイにて設定可能なシンボルのみ表示されます。 
Symbol = 清算会員の商品コード (FCMCode と同様) 
Description = 商品の正規ファイル名 
ExchangeName =取引所 ID（数値） (FCMExchName と

FCMExchange と同様) 
FutOpt = 先物かオプションの銘柄の特定。 f = 先物, o = オ
プション (FutureOption と同様) 

New Symbol 新規シンボル FCM シンボルと CQG シンボルのマッピングに使用されます。 
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ウィンドウの詳細のマッピング 

ウィンドウ 説明 

Commodity Code 

商品コード 

Commodity Code =CQG 銘柄シンボル 
xBit = 各銘柄に割り当てられたユニーク ID 
FutPrefXBit = - 先物マップ用に選んだ xbit （各銘柄に割り当てられた

ユニーク ID）。選ばなかった xbit をシンボル設定することないようにし、

これによりエラーを回避できます。 
OptPrefXBit = - オプションのマップ用に選んだ xbit （各銘柄に割り当

てられたユニーク ID）選ばなかった xbit をシンボル設定することないよう

にし、これによりエラーを回避できます。 
Description = 商品の正規ファイル名 
Match = FCM と CQG 間の銘柄詳細のマッチングのレベルを示します。

高い数値ほどより良いマッチングを表します。 

Future Price 

先物価格 

OriginalFcmPrice = FCM から受けた価格 
TargetCqgPrice = 価格設定の決定時に使用するターゲット CQG 価格 
ConvertedFcmPrice = 価格設定の結果を確認したときに

ConvertedTargetCqgPrice と比較するために変換された FCM 価格

（Recalculate-再計算- をクリック後） 
ConvertedFcmPrice = 価格設定の結果を確認したときに 
ConvertedFcmPrice と比較するために変換された CQG 価格

（Recalculate-再計算- をクリック後） 
YearMonth = 価格比較に使用された銘柄の失効日 
SettlementDate = 最終決済日 
ErrorMessage = 価格変換に関連したエラーメッセージ 

Option Price 

オプション価格 

OriginalFcmPrice = FCM から受けた価格 
TargetCqgPrice = 価格設定を決定時に使用するターゲット CQG 価格 
ConvertedFcmPrice = 価格設定の結果を確認したときに

ConvertedTargetCqgPrice と比較するために変換された FCM 価格

（Recalculate-再計算- をクリック後） 
ConvertedFcmPrice = 価格設定の結果を確認したときに 
ConvertedFcmPrice と比較するために変換された CQG 価格

（Recalculate-再計算- をクリック後） 
MonthYear = 価格比較に使用された銘柄の失効日 (実際の YearMonth
フォーマット内にて) 
SettlementDate = 最終決済日 
ErrorMessage = 価格変換に関連したエラーメッセージ 

Strike Price 

権利行使価格 

OriginalFcmPrice = FCM から受けた価格 
TargetCqgPrice = 価格設定を決定時に使用するターゲット CQG 価格 
ConvertedFcmPrice = 価格設定の結果を確認したときに

ConvertedTargetCqgPrice と比較するために変換された FCM 価格

（Recalculate-再計算- をクリック後） 
ConvertedFcmPrice = 価格設定の結果を確認したときに 
ConvertedFcmPrice と比較するために変換された CQG 価格

（Recalculate-再計算- をクリック後） 

MonthYear = 価格比較に使用された銘柄の失効日 (実際の年月フォーマ

ット内にて) 
SettlementDate = 最終決済日 
ErrorMessage = 価格変換に関連したエラーメッセージ 
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取引不可のために未処理になった銘柄シンボルを特定するために 

1. Unresolved Symbol ウィンドウよりシンボルを右クリックします。 

2. Set as not tradable をクリックし、Not Tradable ウィンドウへシンボルを動かします。 

 
 

未処理シンボルの編集 

1. Unresolved Symbol ウィンドウ群のひとつから編集するシンボルを選択します。エラーが発

生する原因は複数あり、原因確認にはいくつかのステップが必要です。 

2. マッピングエラーがある場合、例）取引所名の間違い、Commodity Code ウィンドウにて変

更をします。銘柄をそれとは異なる銘柄に再度マップしようとすると、xBit がマッチしないため

にエラーが発生します。 

 
  

3. 価格のエラーの場合、Price ウィンドウ群のひとつより変更を行います。 

4. [保存]ボタンをクリックします。 

 

エラーシンボルの設定の成功後、Unresolved タブよりシンボルは表示されなくなります。 
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FCM シンボルを CQG 銘柄にマップするためには 

 
 

1. New Symbol タブをクリックします。 

2. Search コラムに検索ワードを入力します。例）Corn 

3. Configure をクリックします。 

4. “Corn”にマッチした全 CQG 銘柄のリストが表示されます。一番適合しているアイテムがリスト

のトップに表示されます。マッチングアルゴリズムは”best guess”つまり”最も有利な推測”です

ので、完全にマッチする検索ワードを入力する必要はございません。 

5. 銘柄のひとつを選択します。 

6. 少なくともシンボルのひとつ（先物もしくはオプション）と取引所 ID の入力は必要です。

（FCM のバックオフィスと基づき、FCMExchangeName と同じものです） 

7. [保存]をクリックします。 

 

マッピングが完了すると、Price Conversion タブがアクティブになります。それらのウィンドウ

は先物・オプションそして行使価格を表示します。データベースにて見つかる全ての価格サンプルは

ここでリストされます。 

 

1. OriginalFcmPrice と TargetCqgPrice を比較し、Select a Scale メニューより測定基準 

を選択します。 

2. FCM が送信する価格のフォーマットに少数点を表示するケースとしないケースの使い分けに

て、Select a Format メニューが使用できます。GW Fill/Position Price Format の値に

より示されたメニューにある値を選択します。選択されたフォーマットの詳細は、マウスを

description リンクに重ねると表示されます。 

3. Recalculate ボタンをクリックすると測定基準とフォーマット設定が適用され、表示が設定の

通りにアップデートされます。ConvertedFcmPrice と ConvertedTargetCqgPrice があ

っているか確認します。 

4. [保存]ボタンをクリックします。 
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アカウントの再処理 Reparsing Accounts 

毎日の End of Day にて、CQG 側で受け取る口座ステートメントには一部口座のリスク計算に使用

する建玉情報が含まれます。ステートメントを受け取ると、システムは建玉の銘柄シンボルを CQG
シンボル（銘柄コード）へとマッピングします。 

マッピングが失敗する場合もあります。データは受け取ったままの状態で保存されているので、マッ

ピングにて問題があった場合には、バックオフィスの設定ページを使用して解決することができま

す。その後、建玉は再処理され、建玉は適切なフォーマットにて保存されます。再処理はかつて一日

一回でしたが、現在では一日何回でも未処理のシンボルを再処理することができるようになりまし

た。 

 

全アカウントの再処理 
1. 未処理シンボルや銘柄コードを選択後、Future Price ウィンドウもしくは Option Price ウ

ィンドウに行きます。（オプションと権利行使価格は処理済） 

2. Mark for reparsing チェックボックスをクリックします。 

  
3. [保存]ボタンをクリックします。ステータスが Reparse Pending へと変更し、Reparse 

Today’s Positions for Selected Symbols ボタンがアクティブとなります。 

4. Reparse Today’s Positions for Selected Symbols ボタンをクリックします。 

5. OK をクリックし再処理を行います。 

 
再処理のステータスがウィンドウ内にて表示されます。 

 

ひとつのアカウントの再処理 
Reparse Today’s Positions for Selected Symbols をクリックする前に、下図のようにア

カウント ID を入力します。 
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最小および既定の FCM リスクパラメーターを設定する

には 
すべての新しいアカウントに、ここで設定できる既定パラメーターが適用されます。最小リスクパラ

メーターを設定しておくと、既定の設定が変更されてもパラメーターのリスク要件が守られます。 

参照：リスクパラメーター 

最小リスクパラメーターのページと既定リスクパラメーターのページには、CAST で説明されている

以下同じオプションが表示されます。 

[1 回のトレードの上限] 

 [トレーダーのサイズ上限] （トレードサイズ上限の設定もご参考ください） 

 [トレード証拠金上限 ] 

 [トレードの価格制限 ]  

 [危険なマーケットへの注文を拒否する] 

 

トレードの価格制限はチックにより計算されます。直近価格より設定したチック数以上離れた注文は

拒否されます。システムがチェックをする指値のアグレッシブ加減を設定できます。アグレッシブな

指値注文、アグレッシブな指値とストップ注文、パッシブかつアグレッシブな指値注文、アグレッシ

ブかつパッシブな指値とストップ注文と設定が選べます。その他の注文はチェックより無視されま

す。以上条件の場合、アグレッシブとみなされます。 

 指値注文の買の値段が参照値よりも大きい 

 指値注文の売の値段が参照値よりも小さい 

 ストップ注文の買のストップ値段が参照値よりも小さい 

 ストップ注文の売のストップ値段が参照値よりも大きい 

 

[アカウント全体での上限] 

 [商品ポジション上限] 

 [限月ポジション上限] 

 [証拠金サブシステム] 

 [許容される証拠金与信] 

 [クロスマージンを有効にする] 

 [1 日あたりの損失上限] 

 [デルタ 1 日あたりの損失上限] 

 

[パラメーター] 

 [証拠金乗数] 

 [購買余力(PP)に OTE(評価損益)を含める] 

 [購買余力(PP)にネットオプション価値(NOV)を含める] 

 [DLL/DDLL (1 日あたりの損失上限およびデルタ 1 日あたりの損失上限)に UPL (未実現の

P/L)を含める] 
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 [DLL/DDLL (1 日あたりの損失上限およびデルタ 1 日あたりの損失上限)に OTE (評価損

益)を含める] 

 [負の残高の存在チェック] 

 [オプション商品の理論値を OTE, NOV, UPL に対して有効にする] 

 [OTE で買値/売値の使用を無効にする] 

 [NOV/UPL で買値/売値の使用を無効にする] 

 [最大注文レート] 

  

 

アカウントの既定リスクパラメーターを設定するには 

これらの設定は、個別のアカウントで変更しない限り、すべてのアカウントに適用されます。 

1. [FCM]メニューの[Default Account Risk Params]をクリックします。   

2. 1 回のトレードの上限、アカウント全体での上限、および各アカウントの既定の上限パラメー

ターを設定します。 

3. [保存]ボタンをクリックします。   

 

最小リスクパラメーターを設定するには 

すべてのアカウントは、ここで設定する最小リスクパラメーターを必要とします。 

1. [FCM]メニューの[Min FCM Risk Params]をクリックします。   

2. 1 回のトレードの下限、アカウント全体での上限、および上限パラメーターを設定します。 

3. [保存]ボタンをクリックします。   
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FCM のトレード機能の有効/無効を変更するには 
以下のトレードオプションを切り替えて、トレーダーが使用できるオプションを制御できます。 

 

 
 

FCM トレード機能を変更するには 

1. [FCM]メニューの[Trading Features]をクリックします。 

2. FCM を変更もしくは選択をするには、検索パネルを使用します。 

3. FCM のアカウントに許可をする取引機能を選択します。 

4. 使用しない機能をはずします。 
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銘柄の証拠金を設定するには 
各銘柄の証拠金の設定、そして清算会員用の取引所証拠金の管理をすることができます。FCM が銘

柄にかける証拠金の制限設定ができ、アカウント毎にその設定のオン･オフが可能です。 

証拠金制限は[Fungible Instrument Specific Margins]ページにて設定します。 

デリバティブ銘柄の証拠金は可変の通貨タイプとして計算されます。 

 
この証拠金値は正の小数点値にしてください。 

キャッシュスポットと株銘柄の証拠金は下記のようにパーセント（％）設定となります。 

0.1 ＝10％ 

1 ＝ 100％ 

設定できる値は 0.0 から 10.0（1000％）です。 

 
 

制限の設定が完了後、[アカウント]メニューの[リスクパラメーター]ページにてアカウント毎にオン･

オフの設定をします。 

特定した銘柄に証拠金制限を有効にした場合、トータルの証拠金リスクはデフォルトの証拠金もしく

は他のリスクパラメーターを使用せず、（銘柄証拠金 x 枚数）として計算されます。 

（注意）FCM の最小と初期リスクパラメーターは変更されません。 
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銘柄証拠金を設定するには 

全銘柄に証拠金制限をかけることができます。また特定の取引所の全銘柄、そしてひとつの銘柄に特

定した対応もできます。 

全銘柄と特定の取引所の銘柄の設定では Populate values to instruments ボタンを使用しま

す。このボタンを使用することにより、デフォルト値から証拠金値をまとめて変更することができま

す。その後に各銘柄の証拠金を設定すると便利です。 

1. FCMs のメニューより、FCM Margins をクリックします。 

2. オプションとして、全ての米国以外の商品セクションにて、空白の価格フィールドの近くにある

ボタンをクリックして証拠金を入力してください。 

 
3. オプションとして全ての米国商品セクションにて、空白の価格フィールドの近くにあるボタンを

クリックして証拠金を入力することができます。 

4. 取引所を指定しリミットをかけたい場合、取引所名の左にある[+]ボタンをクリックし、空白の

価格フィールド近くにあるラジオボタンをチェックして証拠金を入力してください。 

5. ひとつの取引所の特定の銘柄の制限を変更する場合には、その銘柄の列より空白の価格フィール

ド近くにあるラジオボタンをチェックしてから証拠金を入力してください。 

6. [保存]ボタンをクリックします。
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ルートリスク設定の管理 

ルートのメニューにはルートリスクパラメーターのオプションとブローカーへの Order Direct 注文

（フロアへの発注）のオプションが含まれております。 

ルートメニューでは以下ページがあります。 

 

 リスク設定 

 Exec Sys Targets 
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ルートリスク設定を管理するには 
クロス・トレードのコントロールパラメーターの選択とポジション・リミットのチェックの設定する

ことができます。 

 

クロス・トレード・コントロール 

NEW クロス・トレード・コントロールはクロス・トレード発生時におけるアクションを選択しま

す。 

クロス・トレードが起こる際、新規注文を拒否するか、発注済の注文をキャンセルするか、選択がで

きます。 

オムニバスアカウントのレベルでもクロス・トレード・コントロールの対応を行うことができます。 

 

ポジション・リミットのチェック 

このコントロールは FCM の全体のエクスポージャーだけではなく、各口座のエクスポージャーも管

理します。FCM レベルでのリスク管理を行うことができ、FCM を通じて行われる全アカウントの取

引がポジション計算に含まれます。FCM の A 社が使用するルートを FCM B 社と共有している場

合、２つの FCM のアカウントを考慮に入れたポジション・リミットを設定する必要があります。 

各銘柄に対して３つのリミットが設定できます。[商品ポジション上限]、[限月ポジション上限]、
[トレードサイズ上限]となり、各リミットは入力した数値での制限もしくは無制限から選ぶことがで

きます。 

この設定は、先物、日中先物、コール･プットのオプションにのみ対応しています。 

アクセスができない場合には、リスク設定の確認もしくは変更できるように CAST ユーザーの権限

をアップデートしてください。 

注意 ポジション・リミットのチェックのパラメーターは、シンセティックルートもしくはポジショ

ン・リミットのチェックが有効になっていないルートには使用できません。 

 

クロス・トレード・コントロールの設定をするには 

1. ルートのメニューにて、[リスク設定]をクリックします。クロス・トレード・コントロールは

ページの上部にあります。 

2. クロス・トレード・コントロールメニューは矢印をクリックして開きます。 

3. “新規のクロス・トレード注文を拒否する”もしくは“既存のクロス・トレード注文をキャンセ

ルする”を選択します。このオプション詳細はこのページにてご説明されています。
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ポジション・リミットのチェックを設定するには 

1. ルートのメニューにて、リスク設定をクリックします。 

2. “ポジション・リミットのチェックを有効にする”にチェックをいれ、リミットを有効にします。 

3. ポジション・リミットにて未決済注文を計算させる場合、”ポジション上限の計算に未決済注文

を含める”のボックスにチェックを入れます。 

4. ポジション・リミットの計算に前取引日からのポジションを含める場合には、”前取引日からの

建玉を含めます” のボックスにチェックを入れます。 

5. 確認したポジションだけを前取引日からのポジションへ含める場合には、”未確認の建玉を除き

ます”のボックスにチェックを入れます。 

6. 外部の約定を省く場合には、”外部の約定による建玉を除きます” のボックス にチェックを入れ

ます。 

7. 商品ポジション上限、限月ポジション上限、トレードサイズ上限にデフォルトの数値を設定する

場合には、このルートのデフォルトセクション内にてデフォルトを選択します。 

8. 銘柄グループへのリミット設定をするには、含める銘柄のボックスにチェックを入れます。コラ

ムの上にあるチェックボックスより選択することにより全ボックスにチェックが入ります。 

9. 商品・限月・トレードサイズの上限をウィンドウの上部より設定します。リミットを設定する場

合には、数値を入力します。 

10. “選択した銘柄に値を入力する”ボタンをクリックします。入力した設定が選択した銘柄に適用さ

れます。 

11. 列ごとにひとつずつ設定もできます。 

 

アカウント情報には、有効なルートにて商品が重複していることを知らせるルートリスク設定の通知

もあります。 
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商品の割り当ての管理（Exec Sys Targets） 
ルートメニューに[Exec Sys Targets]ウィンドウが加わりました。FCM は特定商品を特定ブロー

カー経由にてフロアへ発注することができるようになりました。Order Direct（フロアトレーディ

ング）からルーティングされた注文のみここで設定できます。 

 

 
 

ヘッディング 説明 

Commodity OrderDirect ルートグループ用に設定された商品 

Month ５年後までの選択された商品に許可された月 

Instrument 選択された商品に許可された銘柄 

Buy/Sell 買いか売りか 

Broker ブローカーID 

Remove 商品を削除する場合には、これにチェックをいれ[保存]ボタンを押します。 

 

 

このページを確認･修正するには権限が必要です。(CAST User Permissions > 
Administration > Commodity > View Exec Sys Targets & Modify Exec Sys 
Targets) 

 

OrderDirect 注文用に商品をブローカーに割り当てるには 

1. ルートのメニューにて、Exec Sys Targets をクリックします。 

このページにてフィールド（取引所もしくはアカウント）が何も表示していない商品があれば、

近くにエクスクラメーションマーク（ビックリマーク）が表示されます。この表示がある場合に

は CAST ユーザーが確認できていない設定があることを示しています。 

2. [Add]ボタンをクリックします。 

3. [Commodity], [month], [instrument type], [side] をドロップダウンメニューより選

択します。 

4. ブローカーID を入力します。 

5. [保存]ボタンをクリックします。 
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OrderDirect 注文用に商品を削除するには 

1. 変更する商品の Remove ボタンをクリックします。 

2. [保存]ボタンをクリックします。 

 





ページ 49 

CAST ユーザーガイド 

CASTユーザーの管理 

CAST ユーザーが CAST 内で情報を確認しタスクを実行できるように指定します。アカウント管理、

一般的管理、カスタマーサービス、およびリスク管理を行うために、ユーザーは情報の表示、変更、

作成、削除に関するさまざまな権限設定します。自分自身の情報を変更することはできません。 

[CAST Users]メニュー：  

 CAST User Info CAST ユーザー情報 

 CAST Permissions CAST の許可 

 New CAST User 新しい CAST ユーザー 

 Event Notification イベントのお知らせ 

 Removed CAST User Info 削除された CAST ユーザー情報 
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CAST ユーザーを追加するには 
1. [CAST Users]メニューの[New CAST User]をクリックします。 

2. ユーザーの[First Name]、[Last Name]、[User Name]を入力します。 

3. [保存]ボタンをクリックします。[CAST User Info]ページが表示されます。指定したユー

ザー名が既に使用されている場合は、次のメッセージが表示されます。 

 
4. [Choose FCM]項目で、ユーザーに関連付けられている FCM をクリックします。 

5. パスワードを入力するか、[パスワードの作成]をクリックします。 

6. このユーザーのスコープを選択します。この選択により、ユーザーのアクセス権が決まります。 

7. [電話番号]と[Email]の情報を入力します。 

8. 該当する場合は、[Private Label]情報を選択します。 

9. [保存]をクリックします。 
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CAST 権限を設定するには 
権限を変更できるのは管理者だけです。 

４つの権限のカテゴリがあり、各カテゴリにはサブカテゴリがあります。 

• Account Management アカウント管理： 

- [Account]アカウント、[Complex Accounts]複雑なアカウント 

[Customer]カスタマー、[Trader]トレーダー、[Sales Series]セールスシリーズ、

[Other]その他 

• Administration 管理者： 

- [Trader]トレーダー、[Cast User]、[Order]注文、[Other]その他、[FCM]、
[Commodity] 商品 

• Customer Service カスタマーサービス： 

- [Account]アカウント、[Trader]トレーダー、[Order]注文、[Other]その他 

• Risk Management リスク管理： 

- [Account]アカウント、[Trader]トレーダー、[FCM] 

 

 
1. [CAST Users]メニューの[CAST Permissions]をクリックします。 

2. 変更をするタブをクリックします。 

3. 許可をするアクションにチェックを、禁止するアクションはチェックをはずしてください。 

4. [View]読取、[Modify]修正、[Create]作成、[Delete]削除 
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イベント通知を管理するには 
CAST ユーザーは、他のユーザーがアカウント作成など一定の作業を実行したときに、通知を受け取

ることができます。この通知は、イベントから 5 分以内に電子メールで送られます。自分の作業に関

するイベント通知を設定することはできません。 

 
1. [CAST Users]メニューの[Event Notification]をクリックします。 

2. 通知を設定するすべてのイベントのチェックボックスをオンにします。 

 

原文 訳 

Notify the user of his/her own events トレーダー自身のイベントを知らせる 

Enable event notification イベントのお知らせを有効にする 

Account removed/restored アカウントの削除と復元 

Activated/Failed to activate an order 注文のアクティベートの成功･失敗 

ASP Transaction error ASP トランザクションエラー 

Cancelled Compound Order 合成注文のキャンセル 

CAST User removed/restored CAST ユーザーの削除と復元 

Configured/Failed to Configure a 
BackOffice System バックオフィスへの設定の成功･失敗 

Create/Update/Delete Commodity 
Route Exception 商品ルートの例外の作成・アップデート・削除 

Created/Updated a customer カスタマーの作成・アップデート  

Created/Updated/Canceled Migration 移行の作成・アップデート・キャンセル 

Edited/Failed to edit Commodity Order 
Types 商品の注文タイプの編集の編集・失敗 
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Failed to add/cancel/correct fill 約定の追加・キャンセル・修正の失敗 

Failed to change route state ルート状態の変更の失敗 

Failed to create an external position 外部ポジションの作成の失敗 

Failed to create/update a customer カスタマーの作成・アップデートの失敗 

Failed to create/update an account アカウントの作成・アップデートの失敗 

Failed to insert/delete CAST user 
authority CAST ユーザー権限の追加・削除の失敗  

Failed to insert/delete Trader authority 
over accounts 

トレーダー権限の及ぶアカウントの追加・削除の失

敗  

Failed to update CAST user 
information CAST ユーザー情報アップデートの失敗  

Failed to Update FCM Risk 
Parameters/Settings 

FCM リスクのパラメーター・設定のアップデートの

失敗 

Failed to update Trader FCM/Sales 
Series Authorization 

アップデート トレーダー FCM・セールスシリーズ 
権限の失敗 

Failed to Updated/Created FCM FCM のアップデート・作成の失敗 

Fut List Version Fut List のバージョン 

Inserted/Delete FCM and sales series 
authority for a trader 

トレーダーへの FCM とセールスシリーズ権限の追

加・削除 

Inserted/Deleted Trader authority 
over accounts  トレーダー権限の及ぶアカウント追加・削除 

Modify Trader Allowable Commodities トレーダー参加できるマーケットの修正 

New CAST user created 新規 CAST ユーザー作成 

Route state changed ルート状態変更 

Sent/Failed to send a client message クライアントメッセージの送信の成功・失敗 

Trader removed/restored トレーダーの削除・復元 

Updated allowable markets アップデート参加できるマーケット 

Updated Cast User IP whitelist Cast ユーザーの IP ホワイトリストのアップデート 

Updated list of SalesRep available for 
Trader Account Mapping 

トレーダーカウントマッピング用の使用可能なセー

ルス代表のリストのアップデート 

Updated risk parameters/settings リスクパラメーター・設定のアップデート 

Updated Trader eCBOT ID トレーダーeCBOT ID のアップデート 

Updated/Created FCM FCM のアップデート・作成 

  

Account Trade Price Limits アカウントのトレードプライス上限 

Added a cancel request to an order 注文へのキャンセルリクエストの追加 

Assigned/Failed to assign a Demo 
Login デモログインの割り当ての成功･失敗 
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CAST user authentication failed CAST ユーザー権限対応の失敗 

Change of CAST user permissions CAST ユーザー権限の変更 

Confirmed a cancel for an order の確認キャンセル注文 

Created an account 作成アカウント 

Created/Updated a sales series 作成・アップデートセールスシリーズ 

Customer removed/restored カスタマー削除・復元 

Failed Attempting To Modify External 
Position 失敗対応修正外部ポジション 

Failed to Cancel Compound Order 合成注文のキャンセルの失敗 

Failed to confirm a cancel for an order 注文キャンセルの確認の失敗 

Failed to create/update a balance 残高の作成・アップデートの失敗 

Failed to create/update a sales series セールスシリーズの作成・アップデートの失敗 

Failed to Create/Update/Delete 
Commodity Route Exception 

商品ルートの例外の作成・アップデート・削除の失

敗 

Failed to insert/delete FCM and sales 
series authority for a trader 

トレーダーへの FCM とセールスシリーズ権限の追

加・削除の失敗 

Failed to perform an action on 
removed entity 削除されたエンティティに対するアクションの失敗 

Failed to update Cast User IP whitelist 
CAST ユーザーの IP ホワイトリストのアップデート

の失敗 

Failed to update Trader Allowable 
Commodities 

トレーダーの参加できるマーケットのアップデート

の失敗 

Failed to update Trader Risk 
Parameters 

トレーダーリスクパラメーターのアップデートの失

敗 

FCM removed/restored FCM の削除・復元 

Ignore Trader Logins トレーダーログインの無視 

Inserted/Deleted CAST user authority CAST ユーザー権限の追加・削除 

Modified External Position 外部ポジションの修正 

Modify Trader FCM Sales Series 
Authorization トレーダーの FCM セールスシリーズ権限の修正 

New external position entered 新規外部ポジションの入力 

Sales series removed/restored セールスシリーズの削除・復元 

Succeeded/Failed to reset net 
positions ネットポジションのリセットの成功・失敗 

Update Lockout Status ロックアウトステータスのアップデート 

Updated an account アカウントのアップデート 

Updated Exec Sys Targets Exec Sys Targets のアップデート 

Updated MODES account group info MODES アカウントグループ情報のアップデート 

Updated Trade Size Limits トレードサイズ上限のアップデート 
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Updated Trader Enablements トレーダーの取引可能銘柄のアップデート 

Updated/Created Omnibus Account オムニバスアカウントのアップデート・作成 

  

Activated/Failed to Activate a 
Synthetic Order 

シンセティック注文のアクティベート・の成功・失

敗 

Added/Cancelled/Corrected fill 約定の追加・キャンセル l・修正 

Canceled External Orders 外部注文のキャンセル 

CAST user authorization failed CAST ユーザー認証の失敗 

Change of CAST user report 
subscription CAST ユーザーのレポート利用の変更 

Create a New Migration Requests 新規移行リクエストの作成 

Created/Update a balance 残高の作成・アップデート 

Created/Updated a trader トレーダーの作成・アップデート 

Deleted an incomplete entity 未完成のエンティティの削除 

Failed to add a cancel request to an 
order 注文へのキャンセルリクエストの追加の失敗 

Failed to change password パスワードの変更の失敗 

Failed to Create a New Migration 
Requests 新規移行リクエストの作成の失敗 

Failed to create/update a CAST user CAST ユーザーの作成・アップデートの失敗 

Failed to create/update a trader トレーダーの作成・アップデートの失敗 

Failed To Insert External Order/Fill 外部注文・約定の追加の失敗 

Failed to insert/delete sales series 
authority for a customer 

カスタマーへのセールスシリーズ権限の追加・削除

の失敗 

Failed to send a message to a 
Customer or Trader カスタマー or トレーダーメッセージの失敗 

Failed to update FCM Margins FCM 証拠金のアップデートの失敗 

Failed to Update Trader eCBOT ID トレーダーの eCBOT の ID のアップデートの失敗 

Failed to Update/Create Omnibus 
Account オムニバスアカウントのアップデート・作成の失敗 

Fixed Income Sessions 
created/updated 

フィックスインカムのセッションの作成・アップ

デート 

Inserted External Order/Fill 外部注文・約定の追加 

Inserted/Deleted sales series authority 
for a customer カスタマーのセールスシリーズ権限の追加・削除 

Modify FCM Margins FCM 証拠金の修正 

Modify Trader Risk Parameters トレーダーのリスクパラメーターの修正 

RiskServer reject order request リスクサーバーでの注文リクエストの拒否 
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Sent a message to a Customer or 
Trader カスタマー or トレーダーへのメッセージの送信 

Trader quote billing info changed トレーダー請求設定情報の変更 

Updated a trader password トレーダーのパスワードのアップデート 

Updated CAST user information CAST ユーザー情報のアップデート 

Updated FCM Risk 
Parameters/Settings FCM リスクパラメーター・設定のアップデート 

Updated Position Limits ポジション上限のアップデート 

Updated Trader Account Mapping トレーダーカウントマッピングのアップデート 

Updated/Created Complex Account 複合アカウントのアップデート・作成 

Web Honesty Email Event Web Honesty Email イベント 
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CAST ユーザー情報を表示および変更するには 
CAST ユーザー詳細は下記が含まれています。 

• 基礎情報 名前・電話番号・email アドレス等 

• CAST ユーザー名・パスワード・範囲 

• FCM との関連とプライベートレーベル 

 

 
 

ユーザー情報の修正をするには 

1. [CAST Users]メニューの[CAST User Info]をクリックします。 

2. ユーザー情報を更新します。 

3. [保存]ボタンをクリックします。 

 

CAST ユーザーを削除するには 
1. [CAST Users]メニューの[CAST User Info]をクリックします。 

2. [削除]ボタンをクリックします。 

 

削除された CAST ユーザー情報を表示するには 
1. [CAST Users]メニューの[Removed CAST User Info]をクリックします。 

2. [Removed CAST User Info]ページに、クリックしたユーザーの詳細が入力されます。 
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CAST ユーザーを復元するには 
1. [CAST Users]メニューの[Removed CAST User Info]をクリックします。 

2. [復元する]をクリックします。 

3. 確認メッセージに対して[OK]をクリックします。 
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セールスシリーズの管理 

セールスシリーズは、FCM のサブセットです。たとえば、ある FCM がニューヨーク、ボストン、ボ

カラトン、シカゴ、サンフランシスコにオフィスを持っているとします。この各オフィスをそれぞれ

1 つのセールスシリーズとすることができます。 

セールスシリーズ情報には、関連 FCM、セールスシリーズ ID、オフィス名、担当者名、住所、電話

番号、FAX 番号、電子メールアドレスが含まれます。 

[セールスシリーズ]メニュー：   

• セールスシリーズ情報 

• 新しいセールスシリーズ 

• 削除されたセールスシリーズ 
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新しいセールスシリーズを追加するには 

 
 

1. [セールスシリーズ]メニューの[新しいセールスシリーズ]をクリックします。 

2. セールスシリーズが属する FCM を選択します。 

3. [番号]項目にセールスシリーズの ID を入力します。数字と文字を使用して、16 字までの ID を

作成することができます。 

4. オフィス名を入力します。 

5. 担当者名を入力します。 

6. オフィスの住所を入力します。 

7. オフィスの電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスを入力します。 

8. [保存]をクリックします。 

 

セールスシリーズ情報を表示および変更するには 
1. [セールスシリーズ]メニューの[セールスシリーズ情報]をクリックします。 

2. 変更を行います。 

3. [保存]をクリックします。 
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セールスシリーズを削除するには 
削除できるセールスシリーズは、有効なカスタマー、アカウント、およびトレーダーが存在しないも

のに限られます。 

1. [セールスシリーズ]メニューの[セールスシリーズ情報]をクリックします。 

2. [削除]をクリックします。確認メッセージが表示されます。 

3. [OK]をクリックします。 

 

削除されたセールスシリーズ情報を表示するには 
1. [セールスシリーズ]メニューの[削除されたセールスシリーズ情報]をクリックします。 

2. [削除されたセールスシリーズ情報]ページに、そのセールスシリーズの詳細が表示されます。 

 

セールスシリーズを復元するには 
1. [セールスシリーズ]メニューの[削除されたセールスシリーズ情報]をクリックします。 

2. [復元する]をクリックします。 

3. 確認メッセージに対して[OK]をクリックします。 
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カスタマーの管理 

カスタマーになることができるのは、会社、ジェネラル（一般）パートナーシップ、個人（およびグ

ループ）、リミテッド（限定）パートナーシップ、または信託です。また、カスタマーがトレーダー

である場合もあります。   

[カスタマー]メニュー：  

• カスタマー情報 

• 新しいカスタマー 

• Messenger Sessions  メッセンジャーセッション 

• 削除されたカスタマー情報 
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カスタマーを追加するには 

 
1. [カスタマー]メニューの[新しいカスタマー]をクリックします。 

2. [項目タイプ]として、[Corporate]会社、[General Partnership]一般パートナーシップ、

[Individual]個人、[Joint]ジョイント、[Limited Partnership]限定パートナーシップ、または

[Trust]信託を選択します。  

3. [SSN]、[TaxID]、または[W8]項目に適切な ID を入力します。 

4. [会社名]を入力します。この項目は、個人の場合は表示されません。 

5. このカスタマーに関連付けられる FCM を選択します。選択肢が 1 つだけの場合も考えられま

す。  

6. [セールスシリーズ]項目で、このカスタマーが属するセールスシリーズをクリックします。複

数のシリーズを選択する必要がある場合は、Ctrl キーを押しながらそれぞれのシリーズをクリ

ックします。 

7. カスタマーの[名前]、[アドレス]、[電話番号/Fax/Email]情報を入力します。 

8. [保存]をクリックします。このカスタマーをトレーダーとして設定するかどうかが尋ねられま

す。   

 
[トレーダー情報 ]を入力しない場合でも、後から[新しいトレーダー]ページを使用して、その情報を

追加できます。 

ガイドに従ってカスタマーをセットアップする場合は、[OK]をクリックします。残りの手順は、

「ガイドによるセットアップ」で説明します。 
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ガイドによるセットアップ 
トレーダーの追加 

[OK]を選択すると、以下のウィンドウが開きます。 

 
1. ユーザー名を確認するか、新しいユーザー名を選択します。 

2. [OK]をクリックします。[トレーダー情報 ]ページが表示されます。カスタマーフォームにあ

る項目は、その情報に基づいて自動的に入力されています。 

3. パスワードを入力するか、[パスワードの作成]をクリックします。生成されたパスワードをメ

モしてください。 

4. [プライベートラベル]項目で、トレーダーのログオン先として許可されるラベルをクリックし

ます。   

5. [指定のロケーション]を選択します。 

6. [FCM]項目で、トレーダーの上位に位置する FCM を選択します。 

7. [セールスシリーズ]項目で、トレーダーの上位に位置するシリーズを選択します。 

8. トレーダーが現在有効な場合は、[アクティブ]チェックボックスをオンにします。 

9. トレーダーが Commodity Trading Advisor である場合は、[コモディティトレーディング ア
ドバイザー]チェックボックスをオンにします。 

10. [eCBOT ユーザーID]を確認します。これは、Chicago Board of Trade によって割り当てら

れ、注文を入力する参加者を識別するために必要となります。 

11. このトレーダーの ID を取引所に対して設定するには、[取引所会員 ID の設定]をクリックしま

す。そうでない場合は、手順 15 に進みます。 
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12. [取引所]ドロップダウンを使用して、適切な取引所を選択します。 

13. [メンバーID]を入力します。 

14. [追加]ボタンをクリックします。取引所と ID がページにリストされます。   

15. [トレーダー情報 ]ページの一番下にある[保存]ボタンをクリックします。   

 

アカウントの作成 

次のように、このカスタマーに対してアカウントを作成するかどうかが尋ねられます。   

 
[アカウント情報]を入力しない場合でも、後から[アカウント情報]ページを使用して、その情報を追

加できます。 

 

1. [アカウント情報]の内容を確認します。 

2. アカウントタイプを入力します。カスタムのアカウントタイプを作成することもできます。 

[Customer Account]：他のすべてのカスタマー用アカウント 

[Another Member]：他のメンバー用アカウント 

[House Account]：清算会員用アカウント 

[Own Account]：メンバー用アカウント 

3. アカウントステートメントの処理方法を選択します。 

[FCM からステートメントを受け取ったらすぐに処理します]：デイリーステートメント（日次

報告書）を FTP 経由で CQG に送る場合に選択します。システムは、ユーザーが送ったデータ

と CQG が受け取ったデータを比較します。FCM のデータが優先されます。FCM のステートメ

ント上に存在しない取引内容は削除され、ステートメント上に存在するデータは追加されます。

注文情報は、ステートメントが処理されるときにアーカイブされます。 

[完全なデイリーステートメントを作成する]：ポジションが計算され、CQG のデータを使用し

てデイリーステートメントは作成されます。注文情報は、ステートメントが作成されるときに

アーカイブされます。 

[1 日の終わりにポジションをゼロにする]：ステートメントを CQG に送らず、ポジションを計

算しない場合に選択します。取引を確認し注文および約定の注文はアーカイブされますが、マッ

チング情報もオフセット情報も作成されません。この照合は取引の確認および約定を使用して行

われます。 

4. アカウントがギブアップである場合は、[ギブアップアカウント]チェックボックスをオンにし

ます。トレードがギブアップされる先の FCM も選択することができます。 

5. 1 つのトレードを複数のアカウントに分配する場合は、[ブロックアカウント]チェックボックス

をオンにします。注文単位も入力できます。   
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注文は、この単位の倍数でなければなりません。したがって、たとえば、4 つのアカウントにト

レードを割り当てる場合、これらのアカウントに不適切なロット数が割り当てられることがない

ように、このサイズを 4 に設定することが考えられます。 

6. 約定とトレードの確認を照合するかどうかを選択します。 

[いいえ]：システム内のデータは、バックオフィスのデータが優先されます。このオプション

は、アカウントがデイリーステートメントに含まれていないなどの理由で（ギブアップの場合な

ど）、特定のアカウントについて照合エラーを避けるために選択することが考えられます。  

[はい]：システムのデータとバックアップオフィスのデータとの間に差異があった場合、警告

があります。 

[FCM の設定を使用]：照合に関する FCM の設定を既定値として使用します。  

7. [ルーティングオプション ]セクションで、このカスタマーがルート先として使用できる取引所

を選択します。矢印を使用してルートの優先順位を変更します。 

8. [保存]ボタンをクリックします。[トレーダーの承認]ページが表示されます。 

 

参照：   アカウントタイプ情報を表示するには 
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権限を与えられたトレーダーの設定 

[トレーダーの承認]を入力しない場合でも、後から[トレーダーの承認]ページを使用して、その情報

を追加できます。 

1. [表示のみ]チェックボックスをオンにすると、トレーダーはアカウントを見ることはできます

が、そのアカウントを使用して取引することはできません。 

2. このトレーダーに、そのアカウントを使った取引の権限を与えるには、[追加]ボタンをクリッ

クします。検索機能を使用して、他のトレーダーをアカウントに追加することもできます。   

3. [保存]ボタンをクリックします。[残高]ページが表示されます。 

 

残高の設定 

[残高]を入力しない場合でも、後から[残高]ページを使用して、その情報を追加できます。 

1. 必要に応じて、最終的な現金残高および担保を[U.S. Dollars]行に追加します。 

2. 他の通貨の残高を追加するには、[新しい残高を挿入する]をクリックします。   

3. 規制が定められている通貨かどうかを選択します。規制がある場合は、報告する必要がありま

す。 

4. [保存]ボタンをクリックします。[リスク設定]ページが表示されます。 

 

通貨に関して表示されるレートは、FCM から他の夜間ステートメントデータと共に送られます。こ

のレートは、アカウントの価値を正確に計算するために必要です。   

 

リスク設定の設定 

[リスク設定]を入力しない場合でも、後から[リスク設定]ページを使用して、その情報を追加できま

す。 

1. ドロップダウンメニューを使用して、[解約のみ]、[先物取引]、および[買い/売りオプション]
の各権限を設定します。 

2. [保存]ボタンをクリックします。[リスクパラメーター]   ページが表示されます。 

 

リスクパラメーターの設定 

[リスクパラメーター]  を入力しない場合でも、後から[リスクパラメーター]  ページを使用して、そ

の情報を追加できます。 

1. 1 回のトレードの上限、アカウント全体での上限、および上限パラメーターを設定します。 

2. [保存]ボタンをクリックします。[参加できるマーケット]ページが表示されます。 
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参加できるマーケットの設定 

[参加できるマーケット]を入力しない場合でも、後から[参加できるマーケット]ページを使用して、

その情報を追加できます。 

1. [全ての商品]、[全ての米国商品]、または[全ての米国以外の商品]チェックボックスをオンにし

ます。 

2. 取引所ごとにリストされている商品について、すべてを有効にするか、すべてを無効にする

か、または一部を有効/無効にするか選択することができます。 

3. [保存]ボタンをクリックします。これで、アカウントの設定が終わりました。 

 

 
 



ページ 70 

カスタマーの管理 

カスタマー情報を表示または更新するには 

 
 

1. [カスタマー]メニューの[カスタマー情報]をクリックします。   

2. カスタマーが表示されていない場合は、検索パネルで名前または ID によって検索します。変更

を行います。 

3. [保存]をクリックします。 

参照：   トレーダーの承認 

 

カスタマーを削除するには 
削除できるカスタマーは、有効なアカウントまたはトレーダーがないものに限られます。 

1. [カスタマー]メニューの[カスタマー情報]をクリックします。   

2. [削除]ボタンをクリックします。 

3. この選択を確認するように要求されたら、[OK]をクリックします。 

4. トレーダーとの関連付け（マスターアカウントなど）の削除警告のメッセージが表示されたら、

[OK]をクリックします。   

 

削除されたカスタマー情報を表示するには 
1. [カスタマー]メニューの[削除されたカスタマー情報]をクリックします。   
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2. [削除されたカスタマー情報]ページに、そのカスタマーの詳細が表示されます。 

 

削除したカスタマーを復元するには 
1. [カスタマー]メニューの[削除されたカスタマー情報]をクリックします。   

2. [復元する]をクリックします。確認メッセージが表示されます。 

3. [OK]をクリックします。 
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メッセンジャーセッションを管理するには 
FCM は、メッセンジャーセッションに応じて異なる設定を必要とするため、実際の[Messenger 
Sessions]ウィンドウはこの例と異なる可能性があります。一部の FCM は同時に 1 つのセッション

しか許可していません。その場合、新しいセッションを作成するためには既存のセッションを削除す

る必要があります。 

 
パスワードと ID は、FCM から提供されます。 

 

新しいセッションを追加するには 

1. [Add New Session]ボタンをクリックします。 

2. 入力を要求されたすべての項目、および使用するオプション項目に値を入力します。 

3. [Save]をクリックします。 

 

セッションを削除するには 

 
1. ウィンドウの右端にある[Remove]チェックボックスをオンにします。 

2. [Save]をクリックします。 
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アカウントの管理 

アカウントはカスタマーに対し作成します。カスタマーは複数アカウントを持つことができます。新

しいアカウントを作成する際、重要な 2 つのパラメーターとしてアカウントタイプとプロセスがあ

り、次のセクションで説明します。 

[アカウント]メニュー：  

• アカウント情報 

• グループアカウント情報 

• アカウント権限 

• 新しいアカウント 

• 新しいグループアカウント 

• 残高 

• リスク設定 

• リスクパラメーター 

• 削除されたアカウント情報 

• 新しいテンプレートアカウント 

• 新しいオムニバスアカウント 

• 詳細検索 

• マーケットリミット 

 

単一のロケーションを持つグループにのみアカウントを追加できます。移行要求が実行中の場合には

アカウントの追加や削除は行えません。 
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個人アカウントの作成 
移行要求が実行中の場合にはアカウントの追加や削除は行えません。 

個人アカウントを作成するには 

1. [アカウント]メニューの[新しいアカウント]をクリックします。 

アカウント情報 
2. [FCM アカウントの番号]項目で、アカウント番号を割り当てます。 

3. アカウントに名前を付けます。 

4. このアカウントを特定のセールスシリーズに関連付けます。 

5. アカウントタイプを選択します。カスタムのアカウントタイプを作成することもできます。 

[Customer Account]：他のすべてのカスタマー用アカウント 

[Another Member]：他のメンバー用アカウント 

[House Account]：清算会員用アカウント 

[Own Account]：メンバー用アカウント 

アカウント設定 
6. アカウントステートメントの処理方法を選択します。 

[FCM からステートメントを受け取ったらすぐに処理します]：デイリーステートメントを FTP
経由で CQG に送る場合に選択します。システムは、ユーザーが送ったデータと CQG が受け取

ったデータを比較します。FCM のデータが優先されます。FCM のステートメント上に存在しな

い取引内容は削除され、ステートメント上に存在するデータは追加されます。注文情報は、ス

テートメントが処理されるときにアーカイブされます。 

[完全なデイリーステートメントを作成する]：ポジションを計算し、CQG のデータを使用して

デイリーステートメントを作成します。注文情報は、ステートメントが作成されるときにアーカ

イブされます。 

[1 日の終わりにポジションをゼロにする]：ステートメントを CQG に送らず、ポジションを計

算しない場合に選択します。取引を確認し、注文および約定の注文はアーカイブされますが、マ

ッチング情報もオフセット情報も作成されません。照合は、取引の確認および約定を使用して行

われます。 

アカウントがギブアップである場合は、[ギブアップアカウント]チェックボックスをオンにしま

す。トレードがギブアップされる先の FCM も選択することができます。 

7. 1 つのトレードを複数のアカウントに分配する場合は、[ブロックアカウント]チェックボックス

をオンにします。注文単位も入力できます。   

8. 注文は、この単位の倍数でなければなりません。したがって、たとえば、4 つのアカウントにト

レードを割り当てる場合、これらのアカウントに不適切なロット数が割り当てられることがない

ように、このサイズを 4 に設定することが考えられます。 

9. このアカウントで取引ができる時間帯を制限する場合は、[アカウントの取引時間帯]チェックボ

ックスをオンにし、開始時刻と終了時刻を入力します。 
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10. 約定とトレードの確認を照合するかどうかを選択します。 

[いいえ]：システム内のデータは、バックオフィスのデータで優先されます。このオプション

は、アカウントがデイリーステートメントに含まれていないなどの理由で（ギブアップの場合な

ど）、特定のアカウントについて照合エラーを避けるために選択することが考えられます。 

[はい]：システムのデータとバックアップオフィスのデータとの間に差異があると、警告されま

す。 

[FCM の設定を使用]：照合に関する FCM の設定を既定値として使用します。 

11. [外部に提供される執行アカウントを許可する] ボックスにチェックを入れると、ステートメ

ント決済の際、反対の建玉を決済することを許可します。決済後のネット建玉はトレーディング

アプリケーションにてリポートされるステートメントの建玉となります。 

ルーティングオプション 
12. [ルーティングオプション ]セクションで、このカスタマーがルート先として使用できる取引所

を選択します。矢印を使用してルートの優先順位を変更します。詳細はルーティングオプション

の設定をご参照ください。 

13. [保存]ボタンをクリックします。 

 

カスタムアカウントタイプを作成するには 

1. [トレーダーと取引所別のオーバーライト設定]ボタンをクリックします。 

   
2. ドロップダウンを使用し、[取引所]、[アカウントタイプ]、[オリジン]を選択します。 

  

 
3. [追加]をクリックします。新しいオーバーライドが表示されます。 

 
4. [保存]をクリックします。 
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ルーティングオプションを設定するには 

レギュラーアカウントはオムニバスアカウントとルートを共有することができます。 

ルーティングオプションにてどのオムニバスアカウントのルートをレギュラーアカウントに使用する

か特定します。 

CAST 管理者が FCM アカウントを設定した際、オムニバスサポートの禁止・必須・許可を指定しま

す。オムニバスアカウントフィールドはサポート設定に基づいたアカウントを表示します。管理者に

設定された一番高いプライオリティのオムニバスアカウントがデフォルトのアカウントになります。 

 
ルートの順番は矢印を使用して変更ができます。 

 

東京商品取引所 TOCOM サブアカウントの設定をするには 

東京商品取引所ではサブアカウントの設定が必要になります。[Subaccount Number]に使用す

るサブアカウントコードを入力します。 
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新しいグループアカウントを作成するには 
グループアカウントを使用すると、個々のアカウントをまとめることができます。サブアカウントに

は、マスターアカウントの設定が反映されます。 

最初にマスターアカウントを設定し、次にサブアカウントを選択します。単一のロケーションを持つ

グループにのみアカウントを追加できます。   

新しいグループアカウントの作成 

1. [アカウント]メニューの[新しいグループアカウント]をクリックします。 

2. [マスターアカウントにする] チェックボックスをオンにします。 

3. グループのリレーションタイプを選択します。 

[個別証拠金(サブアカウントはマスターアカウントから設定した割合まで購買余力を借りるこ

とができます) ] ：サブアカウントで必要とする証拠金をカバーするために、マスターアカウン

トの購買余力の一定割合を使用できます。購買余力のパラメーターは、この手順の最後で設定で

きます。 

[個別に証拠金を算出し、必要証拠金と購買余力を合算します。 ] ：マスターアカウントとサブ

アカウントの購買余力が合算され、両方で必要な証拠金の合計をカバーします。 

[マスターアカウントとサブアカウントの証拠金を合算する(証拠金の計算において資金、注

文、ポジションを組み合わせます)]：マスターアカウントとサブアカウントのポジションが合

算されネットポジションとなり、それに基づいて必要な証拠金が決まります。たとえば、マス

ターが EP 2 枚のロング、サブが EP 5 枚のショートである場合、ネットポジションは EP 3 枚

のショートです。リスクチェックの際、この EP 3 枚のショートがリスク計算の対象となりま

す。  

4. [保存]ボタンをクリックします。[グループアカウント情報]ページが表示されます。 

5. [サブアカウントの追加]セクションで、既存のアカウントをアカウント ID、アカウント名、

FCM アカウント番号、セールス担当者番号、セールス担当者名、またはセールス担当者 ID よ

り検索します。 

6. 次のように、追加するアカウントの[追加]ボタンをクリックします。  

 
7. [保存]ボタンをクリックします。サブアカウントがページの[サブアカウント]セクションにリ

ストされます。 

8. このセクションで、購買余力の割合を小数で入力します。たとえば、25%は.25、100%は 1.0
と入力します。 

 
9. [保存]ボタンをクリックします。 
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アカウントの複製をするには 
複製対応では、承認されたトレーダー、リスク設定並びパラメーター・参加できるマーケット・ポジ

ション上限・トレードサイズ上限をレギュラーアカウントもしくはグループアカウントよりコピーす

ることができます。ただし、テンプレートとオムニバスアカウントは対応していません。 

グループアカウントはレギュラーアカウントとして複製されます。複製後、グループに追加すること

ができます。 

アカウントを複製 

1. [アカウント]メニューより、アカウント情報をクリックします。 

2. [複製]ボタンをクリックします。新しいアカウントの追加のページが開きます。 

3. FCM アカウント番号・アカウント名・セールスシリーズを入力します。 

4. [保存]ボタンをクリックします。確認画面が表示されます。 

 

テンプレートアカウントを作成するには 
テンプレートアカウントを作成することにより、設定されていないアカウントをバックオフィス関連

処理（Parsing）にてシステムに追加することができます。 

バック処理用ステートメントに未設定のアカウントが含まれた場合、該当アカウントはテンプレート

の設定（セールスシリーズ・カスタマー・トレーダー）を引き継ぎます。 

このテンプレートアカウントとそこで設定された取引可能銘柄にてアカウント情報が無視されるのが

防がれます。 

テンプレートアカウントの作成時には CQG にご連絡ください。このアカウントの有効設定を行いま

す。複数のテンプレートアカウントを必要とする場合には、CQG サポートとご相談ください。 

テンプレートアカウントの作成 

1. [アカウント]メニューより、[新しいテンプレートアカウント]をクリックします。 

2. 新しいアカウントを作成時と同じ対応をします。 

3. [保存]をクリックします。 
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オムニバスアカウントを作成するには 
1 つのオムニバスアカウントには、取引所の清算会員である FCM と、その取引所の非清算会員の

FCM が含まれます。非清算会員である FCM に関連付けられているトレーダーは、非清算会員のアカ

ウントを使用して発注しますが、注文はオムニバスアカウントを使用して取引所に送られます。 

CAST 管理者が両方の FCM に対してオムニバスルートを設定し、清算会員の FCM がオムニバスア

カウントを設定して正しいロケーションとリスクサーバーを確認し、非清算会員の FCM が通常のア

カウントを設定します。 

注意点：  

• オムニバスアカウントは、マスターアカウントとして、またはグループアカウントの一部と

して選択することはできません。 

• CAST ユーザーがトレーダーにオムニバスアカウントへの権限を与えることはできません。  

• オムニバスアカウントの移行はできません。  

• FCM の最小リスクパラメーターは、オムニバスアカウントには適用されません。  

• オムニバスアカウントでは、外部の注文およびポジションは許可されません。 

オムニバス作成されると、オムニバスアカウント情報ページにアカウント FCM にて使用できるルー

トがリストされます。 

オムニバスアカウントは、他のアカウントと同様に表示および更新できます。 

アカウント ＞ アカウント情報 

オムニバスアカウントの作成 

1.  [アカウント]メニューの[新しいオムニバスアカウント]をクリックします。 

2. 新しいアカウントを作成する場合と同じ手順に従います。 

[属性]のフィールドは FCM 固有の属性をアカウントに使用するため一部の FCM のみに使用されま

す。詳細はサポートまでご連絡ください。 
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グループアカウントおよびサブアカウントを削除する

には 
移行要求が実行中の場合にはアカウントの追加や削除は行えません。 

グループアカウントを削除するには 

1. [アカウント]メニューの[グループアカウント情報]をクリックします。 

2. [グループアカウントのリレーションの削除]ボタンをクリックします。   

3. 確認メッセージに対して[OK]をクリックします。サブアカウントのすべての組織は削除されま

す。 

サブアカウントを削除するには 

1. [アカウント]メニューの[グループアカウント情報]をクリックします。 

2. [削除サブアカウント]チェックボックスをオンにします。   

3. [保存]ボタンをクリックします。アカウントは削除されます。グループアカウントは引き続き

存在しています。 
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アカウント情報を表示または更新するには 

 
1. [アカウント]メニューの[アカウント情報]または[グループアカウント情報]をクリックします。 

2. 変更を行います。 

3. [保存]をクリックします。 

 

オムニバスアカウント情報の確認とアップデートには、検索パネルにてオムニバスアカウント情報を

入力してください。オムニバスアカウント情報ページにてアカウントの FCM が提供するルートがリ

ストされています。 
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アカウントタイプ情報を表示するには 

取引所に送られるアカウントタイプデータを表示することができます。[アカウント情報]ページの[ア
カウント情報]にある[取引所に送信されたアカウントの表示]リンクをクリックします。   

 

 
以下の表が表示されます。 

 
 

取引所と執行システムの両方が、アカウントタイプおよび元の値と共にリストされています。 

 

トレーダーに権限を与えるには 

 
CQG の取引ソフトウェアはアカウントとトレーダーの取引可能銘柄をログインの際に取り込みま

す。アップデートプロセスの完了後に変更が保存されるため、変更情報はプロセスが完了してから数

分後に適用されます。 

アカウント権限の変更ページはアカウントとトレーダーの取引可能銘柄に反映されます。 
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既存のトレーダーの権限を変更するには 

1. [アカウント]メニューの[アカウント権限]をクリックします。 

2.  [表示のみ]チェックボックスをオンにすると、トレーダーはアカウントを見ることはできます

が、そのアカウントを使用して取引することはできません。 

3. このトレーダーに、そのアカウントを使った取引の権限を与えるには、[追加]ボタンをクリッ

クします。検索機能を使用して、他のトレーダーをアカウントに追加することもできます。   

4. [保存]をクリックします。  

 

権限を与えられたトレーダーを追加するには 

1. [トレーダー権限の設定]セクションで、名、姓、ユーザー名、または ID によってトレーダー

を検索します。 

2. 追加するトレーダーの隣の[追加]ボタンをクリックします。 

3. [保存]をクリックします。  

 

最終的な現金残高および担保価値を変更するには 
1. [アカウント]メニューの[残高]をクリックします。   

2. 現在の残高を処理する場合は、[現金残高]項目に新しい残高を入力します。   
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残高に通貨を追加するには 
通貨レートは FCM から夜間ステートメントデータと共に送られます。為替レートがバックオフィス

のデータにない場合は CQG が提供します。為替レートはアカウントの数値を正確に計算するために

必要となります。 

CQG では為替レートは CQG FX Indices サービスの数値より引用しています。デフォルトではアカ

ウントは現在の日中の為替レートを使うように設定がされています。この設定を変更するには、

CQG にご連絡ください。現在の日中の為替レートが使用できない場合には、前日の決済レートが使

用されます。日中のレートを使用しない設定のアカウントには、アカウントを持つ FCM が使用する

レート（直近のステートメント日）をベースにリスクを計算します。その値が使用できない場合に

は、前日の決済レートが使用されます 

 
アカウントの現金残高を変更するために、通貨の追加機能を使用しないでください。「最終的

な現金残高および担保価値を変更するには」を参照してください。 

 

 
 

残高に通貨を追加するには 

1. [アカウント]メニューの[残高]をクリックします。   

2. [新しい残高を挿入する]ボタンをクリックします。 

3. ドロップダウンメニューから通貨を選択します。 

4. 規制が定められている通貨かどうかを選択します。規制がある場合は、報告する必要がありま

す。 

5. その通貨の最終的な現金残高を入力します。 

6. 担保額を入力します。 

7. [保存]ボタンをクリックします。   
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リスク設定を管理するには 

 
 

1. [アカウント]メニューの[リスク設定]をクリックします。   

2. ドロップダウンメニュー[解約のみ]より、[はい]または[いいえ]を選択します。 

3. [先物取引]より、[はい]または[いいえ]を選択します。 

4. [買い/売りオプション]より、[全て]、[買い]、または[いいえ]を選択します。 

5. [保存]ボタンをクリックします。 
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リスクパラメーターを設定するには 
このページではアカウントレベルにおけるリスクを設定し、FCM レベルのデフォルトの値を優先し

ます。ここでの制限は FCM レベルのデフォルトの値を下回るように設定します。 

設定は以下対応します。 

1 回のトレードの上限 

• トレードサイズ上限 • トレードの価格制限 
• トレード証拠金上限 • 危険なマーケットへの注文を拒否する 

 

アカウント全体での上限 

• 商品ポジション上限 • クロスマージンを有効にする 
• 限月ポジション上限 • 1 日あたりの損失上限 
• 証拠金サブシステム • デルタ 1 日あたりの損失上限 
• 許容される証拠金与信  

 

パラメーター 

• 証拠金乗数 

• 購買余力(PP)に OTE(評価損益)を含める 

• 購買余力(PP)にネットオプション価値(NOV)を含める 

• DLL/DDLL (1 日あたりの損失上限およびデルタ 1 日あたりの損失上限)に UPL (未実現の P/L)を
含める 

• DLL/DDLL (1 日あたりの損失上限およびデルタ 1 日あたりの損失上限)に OTE (評価損益)を含め

る 

• 負の残高の存在チェック 

• オプション商品の理論値を OTE, NOV, UPL に対して有効にする 

• OTE で買値/売値の使用を無効にする 

• NOV/UPL で買値/売値の使用を無効にする 

• 最大注文レート 

• FCM で設定した証拠金を使用 
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リスクパラメーターを設定するには 

1. [アカウント]メニューの[リスクパラメーター]  をクリックします。   

2. 1 回のトレードの上限、アカウント全体での上限、および上限パラメーターを設定します。各

パラメーターの説明は CAST をご参照ください。パラメーターが FCM の最小リスクパラメー

ターを満たさない場合、そのパラメーターは赤でハイライトされます。   

 
3. [保存]ボタンをクリックします。   
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アカウントを削除するには 
削除できるアカウントはアクティブなトレーダーがない場合に限られます。 

アクティブな注文があるというメッセージを受け取った場合には、アカウントステートメントの設定

を、[完全なデイリーステートメントを作成する]、[1 日の終わりにポジションをゼロにする]、いず

れかに設定してください。オーバーナイト時に注文は削除され、翌日にアカウントは削除できます。 

未決済建玉があるというメッセージを受け取った場合、未決済建玉を削除してからアカウントを削除

してください。 

1. [アカウント]メニューの[アカウント情報]または[グループアカウント情報]をクリックします。 

2. [削除]ボタンをクリックします。 

3. 確認メッセージに対して[OK]をクリックします。 

 

削除されたアカウント情報を表示するには 
1. [アカウント]メニューの[削除されたアカウント情報]をクリックします。   

2.  [削除されたアカウント情報]ページが表示されます。 

 

削除されたアカウントを復元するには 
1. [アカウント]メニューの[削除されたアカウント情報]をクリックします。 

2. [復元する]をクリックします。確認メッセージが表示されます。 

3. [OK]をクリックします。 
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詳細検索を使用してアカウントを検索するには 
ID、残高、注文詳細、およびリスクパラメーターを使用してアカウントを検索できます。 

1. [アカウント]メニューの[詳細検索] をクリックします。   

2. 必要に応じて、アカウント名、セールスシリーズ番号、カスタマー名、カスタマーID、または

FCM といったアカウントの詳細を検索条件として入力します。 

3. オープンポジションの場合は、必要に応じてアカウント残高のパラメーターや限月を入力しま

す。限月のシンボルを見つける必要がある場合は、[コントラクトの検索]ボタンをクリックし

ます。   

4. 注文詳細を使用して検索する場合は、[次の基準に一致する注文を含むアカウントを表示する]
チェックボックスをオンにします。 

5. 検索する注文と日付範囲を選択します。 

6. 注文タイプ、期間、状態、クラス、ルート、ルートグループ、取引所、チケット番号、銘柄な

ど、検索する注文詳細を入力します。限月のシンボルを見つける必要がある場合、[コントラク

トの検索]ボタンをクリックします。  

7. 検索する証拠金システムおよび 1 日あたりの損失上限の値を選択します。  

8. [検索]をクリックします。検索が完了すると、結果が検索パネルに表示されます。 

 
[全てクリア]ボタンをクリックすると、エントリーが保存されないまま項目がクリアされます。 
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マーケットリミットの設定 
マーケットリミットページはアカウントに対して以下の設定許可を行います。 

- 商品の取引許可、建玉枚数の設定、トレードの価格制限、証拠金乗数 

リスクパラメーターページ（アカウントメニュー）のデフォルト設定をオーバーライドします。 

上限は、全ての商品、全ての米国商品、取引所、銘柄に分けて設定できます。また上限はアセットク

ラスにも適用できます。（商品ポジション上限は除く） 

 
マーケットリミットページが開いた際、パラメーター違反をしている数値があるとページ上部にメッ

セージが表示されます。 

 
また適用されなかった上限のリストが表示されます。 
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マーケットリミットフィールド 

コラム 説明 

取引が許可されてい

る 

トレーダーに対しての取引の許可設定を行います。 

この設定はアカウントとトレーダーの商品に関する有効化対応に反映されま

す。 

CQG のソフトウェアはログオン時のプロセスにおいてアカウントとトレーダー

の商品の有効化情報を読み込みます。更新プロセスは数分間走りますが、

このプロセス後変更を行った場合、変更情報は更新プロセスが再度完了後

に適用されます。 

ポジション上限 

リスクパラメーターページのデフォルトのポジション上限の設定をオーバーラ

イドします。特定取引所、もしくは商品に対して上限の値をさらに高く、もしく

は低く設定できます。また、全ての商品のデフォルト値を変える必要はありま

せん。 

失効日までの期日に応じて銘柄毎に上限を設定でき、FCM にて失効日が近

づくにつれリスクを厳しく設定することもできます。 

失効日までの期日には平日の祝日も含まれます。また銘柄のカットオフタイ

ムが使用され、取引所時間での計算となり、UTC の時刻設定ではございま

せん。失効日対応のリスク対応は限月別に設定されず、設定した期日まで

に失効する全ての限月に適用されます。 

トレードサイズ上限 
リスクパラメーターページのデフォルトのトレードサイズ上限設定を取引所 or

商品の指定をしてオーバーライドをします。 

トレードの価格制限 

リスクパラメーターページのデフォルトのトレードの価格制限を特定の取引

所・商品もしくは限月に対してオーバーライドをします。 

リアルタイムでの価格が[トレードの価格制限]に使用されています。リアルタ

イムの価格が使用できない場合、FCM サイドにて設定されていれば遅延

データが使用されます。リアルタイムもしくは遅延の価格が使用できない（許

可されていない）場合、注文は拒否されます。 

マーケットに価格がない場合、新規銘柄等、価格等のチェックは行われませ

ん。シンセティックストラテジー・キャッシュスポット・ユーザー定義のストラテ

ジー・特定の日中先物はチェックの対象にはなりませんのでご注意ください。 

証拠金乗数 

アカウントの必要証拠金を算出するために、この値は必要証拠金の計算に

使用されます。 

使用可能値：0.01 から 100.00 

全ての商品に対して値を設定できます。 

最小の証拠金乗数以上に設定してください。限月毎には設定できません。 
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マーケットリミットを設定するには 

このページの変更をするにはリスクパラメーターの変更権限が必要です(CAST Users > CAST 
Permissions > Risk Management > Account)。 

 

1. 必要であれば、スクロールやクリックして取引所（例 CBOT/Globex）、商品（30-Yr 
USD IR Swap）もしくはアセットクラス（reduced tick calendar spread）を探しま

す。オプションとして、クイック検索に文字列を入力します。ノンデフォルトのみボックス

ではデフォルト値を持つ商品をフィルターで除外できます。下図は Platinum で検索した例

となります。 

 
2. グループ（全ての商品、全ての米国商品、全ての米国以外の商品）、取引所、銘柄に対して

取引を許可するには、該当する[取引が許可されている]のボックスへチェックを入れます。

以下も参照ください：トレーダーが参加できるマーケットを選択するには 

3. 商品や限月のポジション上限をドロップダウンのメニューより選択します。制限を選択した

場合、このフィールドはクリアされ上限値を入力する必要があります。 

  
4. 銘柄ポジション上限をドロップダウンのメニューより選択します。商品の失効日までの指定

期日毎に設定ができます。+ボタンをクリックすると、指定できる期日を入力できる行が増

え、X ボタンで減らすことができます。 
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5. トレードサイズをドロップダウンのメニューより選択します。制限を選択した場合、このフ

ィールドはクリアされ上限値を入力する必要があります。  

6. 証拠金乗数をドロップダウンのメニューより選択します。制限を選択した場合、このフィー

ルドはクリアされ値を入力する必要があります。 
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トレーダーの管理 

トレーダーとは、特定のアカウントで取引ができる顧客または社員となります。トレーダーが取引は

できないがモニターのみできるアカウント、または取引ができるアカウント、および参加できる取引

所を設定することができます。 

[トレーダー]メニュー：  

 トレーダー情報 

 トレーダーの承認 

 新しいトレーダー 

 取引可能銘柄 

 請求設定 

 削除されたトレーダー情報 

 トレーダーカウントのマッピング 

 リスクパラメーター 

 FCM/セールスシリーズの権限 

 参加できるマーケット 
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新しいトレーダーを追加するには 
1. [トレーダー]メニューの[新しいトレーダー]をクリックします。   

2. [トレーダー・クラス]を入力します。 

オーダーハンドラー： 単一のアカウントに加えて、承認された FCM とセールスシリーズのア

カウントにて取引ができます。 

3. トレーダーの名前を入力します。 

4. トレーダーのユーザー名を入力します。 

5. このトレーダーが一時的なユーザーであるかどうかを指定します。一時的なユーザー名は 5 営

業日が経過すると無効になります。 

6. [CQG Client System ID]を入力します。 

7. パスワードを入力するか、[パスワードの作成]をクリックします。生成されたパスワードをメ

モしてください。 

8. [プライベートラベル]項目で、トレーダーのログオン先として許可されるラベルをクリックし

ます。  

9. [指定のロケーション]リストからロケーションを選択します。 

10. [FCM]項目よりトレーダーの上位に位置する FCM を選択します。 

11. [セールスシリーズ]項目よりトレーダーに対して権限があるシリーズのチェックボックスをオ

ンまたはオフにします。 

12. トレーダーを使用可能にする場合、[アクティブ]チェックボックスをオンにします。 

13. トレーダーが Commodity Trading Advisor である場合は、[コモディティトレーディング アド

バイザー]チェックボックスをオンにします。 

14. [eCBOT ユーザーID]を確認します。 

15. 取引所のトレーダーの ID を設定するには、[取引所会員 ID の設定]をクリックします。必要な

い場合、手順 17 に進みます。 

16. [取引所]ドロップダウンを使用し取引所を選択します。 

17. [メンバーID]を入力します。 

18. [追加]ボタンをクリックします。取引所と ID がページにリストされます。  

19. トレーダーの住所を入力します。 

20. トレーダーの連絡先情報を入力します。  

21. [保存]ボタンをクリックします。   
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トレーダー情報を表示または更新するには 
1. [トレーダー]メニューの[トレーダー情報 ]をクリックします。   

2. 変更を行います。 

3. [保存]をクリックします。 

IP ホワイトリストについて 

トレーダーの承認について 

 

トレーダーの権限の表示および設定 
[トレーダーの承認]ページはトレーダーに紐付けされたアカウントの管理に使用されます。 

NEW このページではトレーダーに紐付けされた承認済みのアカウントが複数表示されます。これに

は通常通りに承認されたアカウント（このページにリストされたアカウント）とオーダーハンドラー

のトレーダーに適応されるアカウントが含まれます。 

トレーダーの承認ページにて変更された内容はアカウントとトレーダーの取引可能銘柄に反映しま

す。 

 
注意 オムニバスアカウントは、アカウントリストには表示されません。ご注意してください。 

CQG の取引ソフトウェアはアカウントとトレーダーの取引可能銘柄をログインの際に取り込みま

す。アップデートプロセスの完了後に変更が保存されるため、変更情報はプロセスが完了してから数

分後に適用されます。 
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既存の権限を変更するには 

1. [トレーダー]メニューの[トレーダーの承認]をクリックします。   

2. アカウントの権限を削除するには、アカウントのチェックボックスをオンにします。 

3. アカウントに対する[表示のみ]のアクセス権をトレーダーに与えるには、そのアカウントのチェ

ックボックスをオンにします。 

4. [保存]をクリックします。 

 

注意 トレーダーがマッピング済みのアカウントを持っている場合、マッピングが削除されるため権

限が無効になりますので確認の対応をします。 

トレーダーに追加のアカウントを与えるには 

1. [トレーダー]メニューの[トレーダーの承認]をクリックします。   

2. [トレーダーの承認]ページの[トレーダー権限の設定]セクションで、追加するアカウントを検

索します。 

3. [追加]ボタンをクリックします。アカウントは[権限を与えられたアカウント]の表に表示され

ます。 

4. [保存]をクリックします。 
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トレーダーの取引可能銘柄の設定 
以下設定ができます。 

• マーケットの取引可能銘柄：取引所 

• 製品の有効化/無効化 ： FIX とシンプルな CQGTrader 

• 機能の有効化/無効化 ： OCO とスマートオーダー 

• RTD ： CQG のリアルタイムマーケットデータ 

• News ： ニュースソース 

トレーダーの取引可能銘柄は、許可権限のある CAST ユーザーのみが変更できます。取引可能銘柄

には、マーケット、商品、機能、ニュースが含まれます。取引可能銘柄に変更を加えるには、CAST
ユーザーの[Account Management Trader]設定が有効になっている必要があります。 

シンプル CQGT が有効化されたトレーダーは他の FCM のアカウントの承認を禁止されます。 

表示のみのトレーダー権限の CQG Trader では価格が見えません。CQGTrader にてデータを見る

には以下対応のいずれかが必要です。 

• 取引所もしくはグループよりデータ費用が免除されている（トレーダー＞取引可能銘

柄） 

• トレーダーが[表示のみ]の設定ではない（トレーダー＞トレーダーの承認） 

• アカウントがひとつでも取引できるように設定されている（アカウント＞参加できる

マーケット） 

• アカウントがシミュレーションではない FCM に紐付いている 

トレーダーの費用が免除されていない場合、トレーダーは以下対応が必要です。 

• 明確に取引所もしくはグループへの使用の有効化がされている 

• 少なくともひとつのレギュラーアカウントにて承認されている 

 

トレーダーの取引可能銘柄の表示と変更方法 

1. [トレーダー]メニューの[取引可能銘柄]をクリックします。   

2. マーケットの取引可能銘柄の設定をします － [アクセスできない]・[RT ストリーミング]・[ト
レーダーの手数料無料のチェック] 

3. [製品の有効化/無効化]にて、FIX へのアクセスやシンプル CQGTrader への制限付アクセスを

設定します。 

4. [機能の有効化/無効化]にて、OCO やスマートオーダーの使用を設定します。 

5. [API の使用]を設定します。CQG Trader API の使用が可能になります。 

[API の使用]の許可設定をすると、CQG よりトレーダーへ API 使用についての質問メールを

送信します。メールへの回答を頂き CQG の認可が下りた後 API が使用できるようになります。

２週間以内にご返答がない場合には、自動的に API の認可が却下されこのページにその旨が記

されます。 

6. [ニュース]の設定をします。  

7. [保存]をクリックします。 
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トレーダーの取引可能銘柄の説明 

コラムヘッディング 詳細 

取引所グループ 取引所名。もしくは取引所グループの名前です。 

アクセスできない トレーダーを該当の取引所･グループにアクセスさせません 

RT ストリーミング トレーダーを該当の取引所･グループにアクセスできるようにします。 

トレーダーの手数料無料 取引所からリアルタイムのデータ費用が免除の許可がある場合に使用

します。「はい」の場合、取引所データ費用が０となります。 

現在、このトレーダーは

見積り料を取る資格があ

ります** 

取引所費用の免除資格があるか示します。この資格確認はこのページ

を開く度にチェックされます。 

取引所データ料金($) 取引所の費用。手数料無料が「はい」になっていた場合には費用は発

生しません。 

 

トレーダーの請求に関する設定を表示するには 
1. [トレーダー]メニューの[請求設定]をクリックします。 

2. [請求オプション]メニューから[Transaction]従量制または[Fixed Rate]固定制を選択しま

す。現在の課金タイプと請求ステータスが表示されます。 
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トレーダーのアカウントをマッピングするには 
この新しいアカウントマッピング機能は、たとえば 10 年物の先物と 10 年米国債の間でスプレッド

のような先物とキャッシュのスプレッドを取引するトレーダー向けです。既存の先物アカウントから

既存のキャッシュアカウントにリンクを設定できるため、先物アカウント（ソースアカウント）でト

レードを行うと、適切なレッグがキャッシュアカウントにルートされます。 

BrokerTec と BGC のフィックスドインカムのプロダクトのスプレッドをする際には大変便利です。

スプレッド注文が先物のアカウントに表示され、レッグの動きはフィックスドインカムのアカウント

に表示されます。 

FCM がアカウントをマッピングできる権限があれば以下アカウントが使用できます。 

• トレーダーに紐付けされた全アカウント 

• FCM もしくはセールスシリーズに属する全アカウント。 

このページの表示・設定をコントロールする許可は CAST Permissions メニューにある Account 
Management にて対応できます。 

マッピングは以下対応をした場合に削除されます。 

• トレーダーの承認が無効にされた場合 

• システムよりトレーダーが削除された場合 

• システムよりアカウントが削除された場合 

この機能はトレーダーが複数アカウント（通常は先物アカウントと他のアカウント）をマッピングす

ることにより操作性が上がるようであれば、いかなるケースにも応用することができます。 

 

 

トレーダーカウントのマッピング方法 

1. [トレーダー]メニューの[トレーダーカウントのマッピング]をクリックします。 

2. メニューから、マッピング元のアカウントを選択します。 

3. マッピングするアカウントを選択します。 

4. [保存]をクリックします。 
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トレーダーを削除するには 
削除できるトレーダーは、有効な注文がないものに限られます。 

1. [トレーダー]メニューの[トレーダー情報 ]をクリックします。   

2. [削除]をクリックします。 

3. 確認メッセージにて[OK]をクリックします。 

 

削除されたトレーダー情報を表示するには 
1. [トレーダー]メニューの[削除されたトレーダー情報]をクリックします。   

2. [削除されたトレーダー情報]ページに、そのトレーダーの詳細が表示されます。 

 

削除したトレーダーを復元するには 
1. [トレーダー]メニューの[削除されたトレーダー情報]をクリックします。   

2. [復元する]をクリックします。確認メッセージが表示されます。 

3. [OK]をクリックします。 
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トレーダーの参加できるマーケットを選択するには 
このページはかつてオーダーハンドラーに対して、銘柄やマーケットを選択して取引の許可設定に使

用されていました。ここでの選択はアカウントの参加できるマーケット設定をオーバーライドしま

す。またアカウントのデフォルトの証拠金乗数もオーバーライドされます。 

FCM の使用可能ルートで取引できる限月の商品が全て表示されており、参加できるマーケットは、

全ての商品、全ての米国商品 or 全ての米国以外の商品、もしくは取引所、商品の区分にて分かれ

ており、選択する形となっています。 

証拠金乗数は各銘柄に適用されませんのでご注意ください。下図の例では、トレーダーは全ての米国

商品と Eurex を選択しています。許可された市場は赤いフォントになります。米国商品の証拠金乗

数は 1.00 となり、Eurex は 1.15 となっています。 

 
CQG の取引ソフトウェアはアカウントとトレーダーの取引可能銘柄をログインの際に取り込みま

す。アップデートプロセスの完了後に変更が保存されるため、変更情報はプロセスが完了してから数

分後に適用されます。 

トレーダーの[参加できるマーケット]のページでの変更は、アカウントとトレーダーの取引可能銘柄

に反映されます。 
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オーダーハンドラー用の[参加できるマーケット]を選択するには 

このページの変更をするにはトレーダーレベルのリスクパラメーターの変更権限が必要です(CAST 
Users > CAST Permissions > Risk Management > Trader)。 

 

1. 必要であれば、スクロールやクリックして取引所、商品を探します。オプションとして、ク

イック検索に文字列を入力します。下図は Platinum で検索した例となります。 

 
2. グループ（全ての商品、全ての米国商品、全ての米国以外の商品）、取引所、銘柄に対して

取引を許可するには、該当する[取引が許可されている]のボックスへチェックを入れます。

以下も参照ください：トレーダーが参加できるマーケットを選択するには 

3. 証拠金乗数をドロップダウンのメニューより選択します。制限を選択した場合、このフィー

ルドはクリアされ値を入力する必要があります。 
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トレーダーの FCM/セールスシリーズを承認するには 
このページでは、オーダーハンドラーが取引をできる FCM とセールスシリーズの選択をします。 

CQG の取引ソフトウェアはアカウントとトレーダーの取引可能銘柄をログインの際に取り込みま

す。アップデートプロセスの完了後に変更が保存されるため、変更情報はプロセスが完了してから数

分後に適用されます。 

[FCM/セールスシリーズの権限]のページでの変更はアカウントとトレーダーの取引可能銘柄に反

映されます。 

 
 

特定の FCM とセールスシリーズがオーダーハンドラーを承認するには 

1. FCM のコラムにて、オーダーハンドラーの取引を許可する FCM を選択します。 

2. セールスシリーズコラムにて、オーダーハンドラーの取引を許可するセールスシリーズを選択し

ます。 

3. [保存]ボタンをクリックします。 
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トレーダーレベルのリスクパラメーターを設定するに

は 
このページはオーダーハンドラーのリスクパラメーター設定に使用します。トレーダーレベルにて適

用するリスクパラメーターは以下となります。 

• トレードサイズ上限 

• トレード証拠金上限 

• 証拠金サブシステム 

• 証拠金乗数 

 
参照：リスクパラメーター 

（注意）ここでの設定はオムニバスアカウントのパラメーターを上書きしません。ただし、レギュ

ラーアカウントとグループアカウント設定は上書きします。 

 

オーダーハンドラーが発注した注文に対し、以下パラメーターの数値にて計算をします。 

• 許容される証拠金与信 = トレーダーレベルのパラメーターが適用されていた場合を除

き、アカウントの設定を使用 

• 買/売 オプション = 全て 

• 負の残高の存在チェック = アカウントの設定を使用 

• 商品ポジション上限 =使用されません 

• 限月ポジション上限 =使用されません 

• 1 日あたりの損失上限 =使用されません 

• デルタ 1 日あたりの損失上限=使用されません 

• NOV/UPL で買値/売値の使用を無効にする = アカウントの設定を使用 

• OTE で買値/売値の使用を無効にする= アカウントの設定を使用 

• クロスマージンを有効にする = トレーダーレベルのパラメーターが適用されていた場

合以外はアカウントの設定を使用 

• 購買余力(PP)にネットオプション価値(NOV)を含める = アカウントの設定を使用 
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• DLL/DDLL (1 日あたりの損失上限およびデルタ 1 日あたりの損失上限)に OTE (評価損

益)を含める = 適用外。（DLL/DDLL は実行されません） 

• 購買余力(PP)に OTE(評価損益)を含める = アカウントの設定を使用 =適用外。

（DLL/DDLL は実行されません） 

• DLL/DDLL (1 日あたりの損失上限およびデルタ 1 日あたりの損失上限)に UPL (未実現

の P/L)を含める= アカウントの設定を使用 =適用外。（DLL/DDLL は実行されませ

ん） 

• 危険なマーケットへの注文を拒否する = 実行されません 

• 解約のみ = いいえ 

• 先物取引 = はい 

 

オーダーハンドラー用のリスクパラメーターを設定するには 

1. トレードサイズ上限のメニューより[Enforced] (実行), [Not enforced] (実行しない), もしく

は [Use Account Setting] （アカウント設定を引継ぐ）からひとつを選択します。[Not 
enforced]を選択した場合、システムに対しこのパラメーターを無視するように設定します。こ

のリミットが実行される場合、[Use Account Setting]を選択時、はアカウント設定を引継ぐよ

うに設定されます。 

2. 同様にトレード証拠金上限を設定します。 

3. 証拠金サブシステムより実行レベルを選択します。 

4. 証拠金計算にて使用される乗数値を入力します。 
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注文とポジションの管理 

CAST の日常のほとんどの使用用途は注文とポジションに関するものになります。直近の注文がシス

テムに正常に入力されているか、オープンポジションがあるか等、顧客の注文の状態を調べることが

よくあります。未決済注文のキャンセルをリクエストされることもあります。このような注文とポジ

ションのデータは、すべて CAST を通じて対応できます。   

[カスタマーサービス]メニュー： 

• 現在の注文詳細 

• 古い注文詳細 

• 詳細検索 

• ポジション 

• アカウントのサマリー 

• オープンポジション 

• 新しい外部ポジション 

• 新しい外部注文 

• 全ての注文をキャンセル 

• グループアカウントポジション 
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現在の注文の詳細を表示するには 
このページでは現在の注文と未アーカイブの注文が表示されます。 

 
シンセティックスプレッドの詳細が確認できます。商品名がスプレッド名になり、説明フィールドに

てスプレッドフォーミュラ、売・買、枚数、タイプ、価格を表示します。関連するストラテジー注文

やストラテジーの定義も確認ができます。アグリゲートされたシンセティックスプレッド注文では、

表示価格が以下条件の場合に表示されます - 1）類似したチックサイズ、価格フォーマット、ス

ケールファクターをレッグ銘柄が持っている場合 、2）アグリゲーション･フォーミュラの全レッグ

用の価格係数が同じ、３）レッグ比率が同じ場合。それ以外の場合、正しい価格が警告と共に表示さ

れます。 

 

注文の詳細を確認するには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[現在の注文詳細]をクリックします。  

[検索]パネルで注文、チケット、取引所、限月、アカウント、またはトレーダーを選択し検索で

きます。トレーダーの直近の注文を検索するには、トレーダー名にて検索します。 

シンセティックスプレッドを検索するには、スプレッド名を（レッグ比率を除いた商品名と失効

日 - 例 EPZ10-ENQZ10）商品名として入力します。  

2. 検索結果より注文をクリックし詳細を表示します。 

3. 該当注文に関連した注文情報を表示するには、関連するストラテジー注文ボタンをクリックしま

す。トレーダーまたはアカウントの名前をクリックすると、そのトレーダーまたはアカウントの

情報が（権限に応じて）表示されます。 
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[注文詳細 ]の項目 

 
[注文詳細 ]ページには、現在の注文に関する情報が表示されます。 

スプレッドの詳細も[注文詳細 ]ウィンドウにて確認でき、[Commodity]はスプレッド名となります。

[Description]には、スプレッドの式・売買区分・サイズ・タイプ・価格が表示されます。関連する

ストラテジー注文とストラテジー定義も確認できます。 

[注文詳細 ] 

• 商品（商品のシンボルおよび名前） 

• 説明（取引所の標準受付注文/CQG 注文、売買区分、数量、シンボル、および価格） 

• トレーディングの表示 

• レッグ 

• 拒否理由またはコメント 

• 時間 

• 執行システム注文 ID（取引所が付与） 

• 注文ルート 

• ルートコード 

• ルート上の GW（ゲートウェイ）オーダーID 

• アクション：キャンセル･リクエストを取引所に送信、キャンセルとして反映、約定の追

加ボタン 

• 現在の注文 （状態： transmitting-送信済, working-受付中, rejected-拒否, filled-約定済, 
cancelled-キャンセル済, replaced-訂正済, busted, partial cancel-部分約定取消, partial fill-
部分約定) 

• コメント 

[ストラテジー注文のみ] 

• 関連するストラテジー注文（リストが拡張できます） 

• ストラテジー定義（リストが拡張できます） 
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操作詳細 

 
フィールド 

• クライアント注文 ID（CQG より付与） 

• クライアント IP 

• クライアントバージョン 

• クライアントシステム ID 

• GUID（ギブアップ ID） 

• 注文ロケーション 

• ルートオーダーID 

 

アカウント詳細 

 
• アカウント（リンクあり） 

• 拒否理由 

• トレーダー（リンクあり） 

• ユーザー情報 

 

注文状態の変更 

 
• 時刻 

• GW 状態 

• GW 状態詳細  

• クライアントステータス 

• クライアントトランザクション 

• コメント 

• 全ての注文の変更を取得ボタン 
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約定サマリー 

 
• 注文の約定 

• 集約レッグの約定 

 

約定フィールド  

 
• レッグ（ボタンを押すとレッグ詳細が確認でき、修正・キャンセル・失効・？ボタンを

押すことができます） 

• 執行 ID 

• 説明 

• 約定時刻 

 

（古い）注文詳細を表示するには 
[カスタマーサービス]メニューの[古い注文詳細]をクリックします。 

[注文詳細 ]ページに、その注文の詳細が入力されます。 

[詳細検索]ボタンをクリックして検索を行うこともできます。 

トレーダーや取引所といった大きな範囲での検索を行うと、「結果が多すぎます」というエラーメッ

セージが表示される可能性があります。 

スプレッドを検索するには、検索パネルで限月としてスプレッドの名前（例 EPZ9-ENQZ9 －比率を

除いた限月と有効期限）を入力します。 

すべてのストラテジーの各レッグには、[アカウント名]と[FCM アカウントの番号]が表示されます。 
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詳細検索を使用して注文を検索するには 
注文は、日付範囲・アカウント・トレーダー・注文詳細より検索ができます。またひとつの検索設定

から複数銘柄の検索もできます。 

現在の注文の検索時、日付範囲はオプショナルとなり、範囲の日数への設定は必要ありません。古い

注文を検索する際には日付範囲は必須になり、フィルターは 31 日前までとなります。 

シンセティックスプレッドを検索するには、検索するスプレッドの名前（例 EPZ9-ENQZ9 – 比率を

除いた限月と有効期限）を[コントラクト]項目に入力します。 

注文を検索するには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[詳細検索] をクリックします。   

2. 表示する注文の数、およびどの注文を表示するかを選択します。次に、検索する日付範囲を選択

します。現在の注文とは、今日の注文のことです。   

3. 必要に応じて、アカウント名、セールスシリーズ番号、カスタマー名、カスタマーID、または

FCM といったアカウントの詳細を検索条件として入力します。 

4. 必要に応じて、検索するトレーダー名、ユーザー名、または ID を入力します。 

5. 注文タイプ、期間、状態、クラス、ルート、ルートグループ、取引所、チケット番号、銘柄な

ど、検索する注文詳細を入力します。限月のシンボルを見つける必要がある場合は、[コントラ

クトの検索]ボタンをクリックします。 

6. [検索]をクリックします。検索が完了すると、結果が検索パネルに表示されます。 

 

[全てクリア]ボタンをクリックすると、エントリーが保存されないまま項目がクリアされます。 

 

約定を修正するには 
約定を追加するには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[現在の注文詳細]をクリックします。  

2. 注文詳細のセクションのアクションの項目より、[約定の追加]ボタンをクリックします。 

3. 数量と価格を入力してから、[追加]ボタンをクリックします。 

•  

約定の修正をするには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[現在の注文詳細]をクリックします。  

2. 約定のセクションのレッグのフィールドの右に、修正・キャンセル・失効ボタンが表示されま

す。（左には追加約定ボタンが表示されます） 

3. 新しい数量と価格を入力します。 

4. [修正]のボタンをクリックします。 

5. アクションを確認します。 
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約定をキャンセルするには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[現在の注文詳細]をクリックします。  

2. 約定のセクションのレッグのフィールドの右に修正・キャンセル・失効ボタンが表示されます。

（左には追加約定が表示されます） 

3.  [キャンセル]のボタンをクリックします。 

4. アクションを確認します。 

 

約定を失効するには 

約定を失効することとは、つまり未約定枚数の訂正をしないことを意味します。例えば、5 枚の注文

のうち 2 枚約定をしていた注文を失効した場合、未約定枚数は３枚であり５枚ではありません。 

1. [カスタマーサービス]メニューの[現在の注文詳細]をクリックします。  

2. 約定のセクションのレッグのフィールドの右に修正・キャンセル・失効ボタンが表示されます。

（左には追加約定が表示されます） 

3.  [失効]のボタンをクリックします。 

4. アクションを確認します。 
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[全ての注文のキャンセル]ページにて注文をキャンセル

するには 
特定のアカウントにて、以下キャンセルすることができます - 全ルートの全注文、ひとつのルート

の全注文、複数の注文、ひとつの注文。 

 
CAST ユーザーによる[注文詳細 ]もしくは[全ての注文のキャンセル]ページより注文のキャンセル

を行った場合、注文詳細ページのコメントへ”Cancel request initiated from admin tool (NNN)” 
(管理端末よりキャンセル要求がありました)と表示されます。NNN はキャンセルリクエストをした

CAST ユーザーの ID となります。外部注文のキャンセルの場合、"External order cancelled from 
admin tool NNN.”（管理端末より外部注文がキャンセルされました）と表示されます。 

注文をキャンセルするには 

[カスタマーサービス]メニューより[全ての注文のキャンセル]をクリックします。必要であれば、

検索にてアカウントを指定します。このページを最初に開いた際、ルート上の各注文は表示されてい

ませんが、ルートテーブルをクリックすると表示されます。 

キャンセルするには： 

• 全ルートの全注文：ページ上部のボタン、[全ルートの全注文のキャンセル･リクエストを取

引所へ送信する]をクリックします。 

• ひとつのルートの全注文：上テーブル内の最後のコラムにある、[全注文のキャンセル･リク

エストを取引所へ送信する]をクリックします。 

• 複数の注文：下テーブル内にてキャンセルをしたい注文にチェックを入れ（全キャンセルの場

合には上部チェックボックス）、テーブルの下にある[選択した注文のキャンセル･リクエス

トを取引所へ送信する]をクリックします。 

• ひとつの注文：下テーブル内にてキャンセルをしたい注文を選び最後のコラムにある、[キャ

ンセル･リクエストを取引所へ送信する]をクリックします。 

• CAST 内にて注文状態をキャンセルに変更するには、[選択した注文のステータスをキャンセ

ルとして反映させる]をクリックします。 
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[現在の注文詳細]ページよりキャンセルをするには 
キャンセルのリクエストをするには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[現在の注文詳細]をクリックします。  

2. [キャンセル･リクエストを取引所へ送信]をクリックします。 

3. [OK]を押して確認をします。 

キャンセルの状態を確認するには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[現在の注文詳細]をクリックします。  

2. [キャンセルとして反映させる]をクリックします。 

3. [OK]を押して確認をします。 

 

注文のアーカイブ 
注文のアーカイブは、アカウントステートメントの処理時に行われます。処理には以下 3 つのオプ

ションがあります。   

• FCM から受け取ったらすぐにステートメントを処理する 

• 完全なデイリーステートメントを作成する  

• 1 日の終わりにポジションをゼロにする  

どの場合も、注文情報は 1 日の終わりにアーカイブされます。ステートメントを受け取ったときに

処理するように CQG に依頼した場合、情報はステートメントが受領された場合にのみアーカイブさ

れます。 
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外部の注文を追加するには 
[新しい外部の注文]ページでは、CQG Gateway を経由しない注文を入力できます。この注文は取引

所へは発注されませんが、システムへの記録は行われるためリスクは完全に把握できます。この注文

は、少なくとも一部が約定されている必要があります。この方法によってポジションを決済すること

もできます。   

 
リスク計算を正しく実行するには、アカウントの前日ステートメントにおけるポジションおよ

び当日の約定が正確に Gatewayに反映されることが不可欠です。 

外部注文を追加するには 

1. [カスタマーサービス]メニューの[新しい外部の注文]をクリックします。   

2. [コントラクト]項目にシンボルを入力します。オプションの場合、[オプション]チェックボック

スをオンにします。シンボルを見つける必要がある場合は、[検索]ボタンをクリックします。 

3. 売買区分を選択します。 

4. 注文タイプを選択します。 

5. 数量を入力します。 

6. 価格を小数点なしで入力します。 

7. 日付を入力するか、カレンダーのアイコンをクリックして日付を選択します。 

8. 時刻を入力します。 

9. [約定の追加]をクリックします。注文が右側に表示されます。 

10. [保存]をクリックします。 

 

すべての約定を削除するには、[全て削除]ボタンをクリックします。 

約定を 1 つだけ削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 
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ポジションの表示 
 [ポジション]ページには、アカウントが持つ未決済および決済済みの先物およびオプションのポジ

ションが表示されます。   

[カスタマーサービス]メニューの[ポジション]をクリックします。   

Gateway で把握できるのは、毎晩ダウンロードされるポジション、または CQG を通じて執行された

取引から発生したポジションだけです。トレーダーが他の手段を通じて注文を出した場合、ポジショ

ンは、FCM からそのデータがダウンロードされて初めてこのページに反映されます。外部の注文は、

[新しい外部のポジション]および[新しい外部の注文]ページからも追加でき、このページに反映され

ます。 
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未決済のポジションを表示するには 
[オープンポジション]ページには、未決済の先物およびオプションのポジションが表示されます。 

1. [カスタマーサービス]メニューの[オープンポジション]をクリックします。   

2. 現在の情報と前日終値の情報のどちらを表示するか選択します。 

3. 必要に応じて通貨を変更します。 

4. ポジションを取引価格、約定数量、執行時刻のどれによって一致させるかを選択します。この選

択肢は、前日終値を選択した場合は選べません。 

 

基準を変更すると、フィルタリングされたポジション情報がページの一番下に表示されます。   

 

グループポジションを表示するには 

 
このページではアカウントのグループのポジションを表示します。以下 2 つの内容が[ポジション]
ページと異なります。 

• [アカウント]コラムではアカウントに関連した各ポジションを表示します。リンクをクリッ

クすると[ポジション]ページへ移動します。 

• [アカウントのネットポジションのリセット]ボタンがありません。ポジションは各アカウン

トのポジションページにてリセットができます。 

このページを表示させるには、ポジションページを見る権限が必要です。 

 

1.  [カスタマーサービス]メニューの[グループアカウントポジション]をクリックします。  

2. [+]ボタンにてセクションを広げることができます。 
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ポジションを削除するには 
1. [カスタマーサービス]メニューの[ポジション]をクリックします。   

2. 削除するポジションを選択します。 

3. [選択したポジションの削除]ボタンをクリックします。 

 

[グループアカウントポジション]ページでも同じ対応をします。 

 

外部のポジションを追加するには 
リスク評価に影響するため、外部のポジションを CAST に追加することは重要です。外部のポジシ

ョンを追加することによって、ポジションを決済済みとすることはできません。   

1. [カスタマーサービス]メニューの[新しい外部のポジション]をクリックします。 

2. [コントラクト]項目にシンボルを入力します。[検索]をクリックしてシンボルウィザードを起動

することもできます。 

3. [買い]または[売り]を選択します。 

4. 数量を入力します。 

5. 価格を入力します。 

6. 取引日を入力するか、[カレンダーの表示]ボタンをクリックします。 

7. 必要に応じて決済価格を入力します。 

8. [クラス]ドロップダウンメニューを使用して、[Nothing]または[Spread]を選択します。ス

プレッド取引に対して証拠金の割引が適用される場合、その取引内容がスプレッドに関するもの

であることの記録をお奨めします。 

9. [既存のポジション]ボタンまたは[新しいポジション]ボタンをクリックします。必要な証拠金

は、新しいポジションの場合と既存のポジションへの追加の場合とで異なります。 

10. 必要に応じて[オプション]チェックボックスをオンにします。 

11. [保存]をクリックします。 
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アカウントのサマリーを表示するには 
[アカウントのサマリー]ページには、証拠金、オープンポジション、CQG を通じて執行された取

引、および取引の決済を含む評価損益の概要が表示されます。アカウントの現在の詳細、または前日

終値の詳細を表示できます。ページの上部にてページ下部に表示される情報をフィルタリングできま

す。 

 

アカウントのサマリーを表示 

1. [カスタマーサービス]メニューの[アカウントのサマリー]をクリックします。 

2. 現在の情報と前日終値の情報のどちらを表示するか選択します。 

3. 表示に使用する通貨を選択します。 

4. ポジションを取引価格、約定数量、執行時刻のどれによって一致させるかを選択します。   

5. 表示するアカウントを選択します。 

6. [更新]ボタンをクリックします。表示するデータは、この選択に基づいてフィルタリングされま

す。 

 

印刷アイコンをクリックすると、以下のようにアカウントサマリーのセクションが印刷されます。 

 
表示された中から番号をクリックすると、以下のように脚注が開きます。 
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レポートの作成 

[レポート]メニューでは以下ページがあります。 

• アクティブトレーダー 

• トレーダー履歴 

• Reporting Tool 

 

レポートでは以下含まれます。 

• [アクティブトレーダー]：トレーダー名、アカウント番号、アカウント名、約定数量、

残り数量、および拒否された注文と、アクティビティの履歴が含まれます。 

• [トレーダー履歴]：トレーダーのアクティビティの履歴 

• [アカウント] [トレーダー] [注文]：リポーティングツールでは３種類のクエリータイプ

を使用可能 

• [ルートアクティビティ]：ルートにてフィルターされた各注文状態における約定詳細 
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アクティブトレーダーレポートを表示するには 
[レポート]メニューの[アクティブトレーダー]をクリックします。[アクティブトレーダー]ページが表

示されます。   

 

• トレーダーをクリックすると、[トレーダー情報 ]ページが表示されます。 

• アカウント番号をクリックすると、[アカウントのサマリー]ページが表示されます。 

• アカウント名をクリックすると、[アカウント情報]ページが表示されます。 

• 約定済み数量をクリックすると、検索パネルに注文（状態が約定済の注文）が約定済の

数量と共に表示されます。アーカイブされていない注文のみが表示されます。 

• 残り数量をクリックすると、検索パネルに注文（状態が発注済の注文）が残りの数量と

共に表示されます。 

• 拒否された注文をクリックすると、拒否された注文（状態が拒否済の注文）が検索パネ

ルに表示されます。 

• [履歴の表示]をクリックすると、[トレーダー履歴]ページが表示されます。 

• [更新]ボタンをクリックすると、最新のデータが表示されます。 

 

トレーダー履歴レポートを表示するには 
1. [レポート]メニューの[トレーダー履歴]をクリックします。 

2. 検索パネルでトレーダーを名、姓、ユーザー名、または ID により検索します。 

表示を変更するには、[遡及日数]または[開始日]項目に新しい値を入力します。1 年分の

データを表示することができます。[カレンダーの表示]ボタンをクリックするとカレンダー

が表示され開始日を選択できます。 

3. [作成]ボタンをクリックして結果を表示します。 

 

トレーダー関連のビュー（[トレーダー情報 ]など）から直接[トレーダー履歴]レポートを表示する

と、検索を行うことなく、そのトレーダーの履歴をレポートに表示できます。 
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アカウント、トレーダーと注文のレポートの作成 
FCM によるアカウント・トレーダー・注文に対するレポートの作成が可能です。名前・番号・ID よ

るアカウントのフィルター、姓・名・ユーザー名・ID よるトレーダーのフィルター、FCM 番号・注

文番号・売買・枚数・執行条件・状態・取引所・銘柄・時間・トレーダーによる注文のフィルターが

可能です。 

レポートには以下メニューがあります。 

 

アカウント：参加できるマーケット 
アカウント：有効なルート 
アカウント：処理済のポジション 
アカウント：ポジション上限 
アカウント：リスクパラメーター 
アカウント：トレードサイズ上限 
アカウント：トレーダーの承認 
商品：取引可能銘柄と取引所コード 
商品：取引可能銘柄と商品 
約定：一般リスト 
FCM 下にあるアカウントのリスト 
注文のリスト 
FCM 下にあるトレーダーのリスト 

 

アカウント・トレーダー・注文のリストは Microsoft Excel にて抽出されます。 

このツールを使用するには許可が必要です。(CAST User Permissions > Customer Service 
> Other > View Reporting Tool) 

 

アカウントレポートの作成 

1. [レポート]メニューにて、[Reporting Tool]をクリックします。 

2. [Template Report Name]メニューにて、[List of Accounts for FCM]を選択します。 

3. データベースの[Location]を選択します。 

4. レポートに追加をしたいコラムを選択し、順序を決め、フィルターを決め、ソートをします。

[Select]のチェックボックスのチェックを確認します。 

5. [Create Report]をクリックすると、Excel にてレポートが表示されます。 

 

トレーダーレポートの作成 

1. [レポート]メニューにて、[Reporting Tool]をクリックします。 

2. [Template Report Name]メニューにて、[List of Traders for FCM]を選択します。 

3. データベースの[Location]を選択します。 

4. レポートに追加をしたいコラムを選択し、順序を決め、フィルターを決め、ソートをします。

[Select]のチェックボックスのチェックを確認します。 

5. [Create Report]をクリックすると、Excel にてレポートが表示されます。 
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注文レポートの作成 

1. [レポート]メニューにて、[Reporting Tool]をクリックします。 

2. [Template Report Name]メニューにて、[List of Orders]を選択します。 

3. データベースの[Location]を選択します。 

4. レポートに追加をしたいコラムを選択し、順序を決め、フィルターを決め、ソートをします。

[Select]のチェックボックスのチェックを確認します。 

5. [Create Report]をクリックすると、Excel にてレポートが表示されます。 

（注意）オムニバスアカウントはアカウントリストには含まれません。 
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フィールドの定義 

 
コラム 説明 

Display Order レポートでのコラムの順番を設定します。FCM が１だった場合、FCM が最初

のコラムとなります。矢印の上下を使用して順序を変更します。 

Select レポートにてコラムが含まれるか設定します。選択されていない場合は、デー

タはレポートに含まれません。 

Column Name 
レポートにおけるデータのカテゴリとコラム名です。例えば、Account 
Name (アカウント名）、Exchange (取引所）、Trader ID（トレーダー

ID）となります。 

Filter Operation 

レポートに含まれるデータのフィルターを設定します。フィルターの値を使用

します。 
None（なし） = 全データタイプと共に使用、フィルターなし 
Equals（イコール） = 数字・日付・削除されたデータ・執行条件や FCM か

ら選択された値のリストともに使用されます。リストより複数の値を選択がで

きます。 
Less Than（以下） = 数字と日付と共に使用されます。 
Greater Than（以上） = 数字と日付と共に使用されます。 
In Range（範囲内） = 日付と共に使用されます。範囲の指定が必要です。 
Like = フィルター値にテキスト入力と共に使用されます。スタンダード SQL
サーバーのワイルドガードが使用できます。例えば、姓が Mil% のような場合

には “Mil”から始まるものが表示されます。 
[None]を選択時にフィルターに入力をしていた場合には、フィルター対応は

最初のメニューオプションへ履行されます。 



ページ 126 

ユーティリティ・メニュー 

Filter Value データのフィルター設定をします。 
例） Order Type | Equals | Market （執行条件＝成行） 

Sort Type 
データのソート設定をします。  
None (ソートなし), Ascending （昇順）, Descending （降順） 

Sort Order 

データのソートにて順序を設定します。 
例） 
FCM（取引参加者） = 1 
Trader Last Name （トレーダーの姓）= 3 
Trader ID （トレーダーID) = 2 
この場合、FCM が最初にソートされ、次に姓、次に ID となります。None を

選択時には、特定のソートの順序の後にデータがソートされます。 

 



ページ 127 

CAST ユーザーガイド 

[ユーティリティ] メニュー 

CAST ウィンドウの右上に[ユーティリティ] メニューがあります。 

 
 

[ユーティリティ] メニューでは、以下のことを実行できます。 

• パスワードを変更する  

• トレーダーにメッセージを送信する 

• 未完成のアカウントを表示する 
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パスワードを変更するには 
1. [ユーティリティ] メニューの[パスワードの変更]をクリックします。パスワードのページが表

示されます。 

2. 現在のパスワードを入力してから、[新しいパスワード]項目と[パスワードの確認]項目の両方に

新しいパスワードを入力します。   

3. [保存]をクリックします。 

 

トレーダーにメッセージを送信するには 
システム管理者と FCM 管理者は、すべてのトレーダー、現在 CAST にログオンしているトレー

ダー、または指定したトレーダーにメッセージを送信できます。  [選択されたトレーダー]のオプショ

ンでは、トレーダーを FCM・ルート・ロケーション・ログインをしているかどうか・最近ログオンの

形跡があるか、よりフィルターをかけることができます。 
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トレーダーにメッセージを送信するには 

1. [ユーティリティ] メニューの[クライアントメッセージング]をクリックします。メッセージの

ページが表示されます。 

2. [トレーダーの選択]セクションで、メッセージの受信者を選択します。[選択されたトレーダー]
オプションのボタンがオンになっている状態では追加フィールドがアクティブとなります。 

3. [選択されたトレーダー]オプションのボタンがオンになっている状態では追加フィールドがアク

ティブとなります。[ログオン状態]、[FCM]、[ルートグループ]、[ロケーション]の各項目が

有効になり、これらの項目を使用して検索条件を選択する必要があります。全ルートではなく

個々のルートを選択する場合は、[全て]のチェックをはずします。 

4. [プラットフォームの選択]のチェックボックスにある[Windows]、[スマートクライアン

ト]、および[Web クライアント]をオンまたはオフにします。 

5. [メッセージ詳細]で、[カスタマーサービス]ボタンをオンにするか、[送信者の指定]ボタンを

オンにしてメッセージの送信者を選択します。   

6. [送信者の指定]を選択します。名前を入力しない場合、CAST ユーザーの名前が使用されます。 

7. [重要度]ドロップダウンメニューから、メッセージの重要度を選択します。 

8. 件名を入力します。 

9. 有効期限の日付を入力します。 

10. メッセージを入力します。 

11. [メッセージの送信]をクリックします。メッセージはすぐに送信されます。 

[クリア]ボタンをクリックすると、メッセージテキストがクリアされます。 
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未完成のアカウントを表示するには 
[未完成の項目]ページには、設定が未完成のアカウントおよびトレーダーが表示されます。例えば、

リスクパラメーターが設定されていない場合に未完成の状態となります。 

 

未完成の項目を更新するには 

1. [ユーティリティ] メニューの[未完成の項目]をクリックします。項目のリストが表示されま

す。 

2. 提示された変更を行うには、[Do it now]をクリックします。適切なページが表示されます。 

3. 変更を行います。   

4. [保存]をクリックします。変更が完了すると、未完成の項目はリストから削除されます。 

 

未完成の項目を削除するには 

1. 有効な[未完成の項目]ページで、削除するアカウントのチェックボックスをオンにします。 

2. [保存]をクリックします。警告メッセージが表示されます。 

3. [OK]をクリックします。アカウントは無効として扱われます。 
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債券FCM向けにCASTを使用する 

CASTでは、債券をお取引する団体はデリバティブを扱う団体とほぼ同じ方法で設定入力します。一

般的なプロセスの図については、「ワークフロー」を参照してください。 

最初に、CQG が債券 FCM を作成します。   

債券FCMにセールスシリーズは適用されませんが、次にセールスシリーズを作成する必要がありま

す。セールスシリーズ情報で必要とされるのは、名前、番号、オフィス名だけです。「新しいセール

スシリーズを追加するには」を参照してください。 

次に、会社のユーザーIDを使用して、カスタマーである会社を作成します。「カスタマーを追加する

には」を参照してください。カスタマーを作成すると、ウィザードを使用してワークフローを完成す

るように要求されます。「ガイドによるセットアップ」を参照してください。 

ガイドに従ったセットアップを行ったかどうかに関係なく、次の手順ではまずアカウント、次にト

レーダーを追加します。「新しいトレーダーを追加するには」および「個人アカウントの作成」を参

照してください。各アカウントには、1 人のトレーダーが関連付けられます。   

追加のトレーダーとアカウントごとに、このプロセスを繰り返します。   

債券取引の参加者だけに適用される追加の手順があります。すべてのカスタマーに、ログイン名とパ

スワードから構成されるセッションを関連付ける必要があります。1 人のカスタマーは、複数のセッ

ションを持つことができます。この手順については、次にセクションで説明します。 

 

債券セッションを割り当てるには 
1. [カスタマー]メニューの[Fixed Income Sessions]をクリックします。 

2. [Fixed Income Sessions]ページで、カスタマーのログイン名とパスワードを入力します。 

3. [Add New Session]をクリックします。 

 
セッションを削除するには、[削除]チェックボックスをオンにします。 
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付録A：取引所との接続 

 

LIFFE/eCBOT 
寄り付き前注文 

寄り付き前にマーケットに出された注文は、寄り付き時（MOO）注文に変換されます。スプレッド

MOO 注文は拒否されます。マーケットが開くと、MOO 注文は始値で約定します。取引所はこの注

文を、始値を価格とする指値デイオーダーに変換します。メッセンジャーはマーケット注文をキャン

セルし、リミットオーダーを出します。 

ストップオーダー 

CQG が取引所にストップオーダーを出す方法 

• MKT STOP 注文は、トリガー価格を LIFFE 発注価格とするマーケットストップオーダー

として発注されます。 

• LMT DAY STOP 注文は、リミット価格とトリガー価格のどちらかを発注価格とするスト

ップオーダーとして送信されます。リミット価格とトリガー価格が異なる注文は、拒否

されます。 

• GTC STOP 注文は、トリガー価格を発注価格とする GTC ストップオーダーとして発注

されます。リミット価格とトリガー価格が異なる GTC ストップリミットオーダーは、拒

否されます。 

 

すべてのストップリミットオーダーは、CQG サーバーにより管理されます。 

取引所が管理するストップオーダーは、次のように取り扱われます。 

 

入力項目 取引所による変換 
[STOP DAY] 価格がストップ価格に達すると有効になり、セッション終了時にキャンセルさ

れるマーケット注文。 

[STOP GTC/GTD] 価格がストップ価格に達すると有効になるリミット注文。リミット価格は、元

のストップ価格と同じです。 
 





 

 

付録B：エラーメッセージ 

注文拒否メッセージ 

エラーメッセージ 発行元 説明 

(GL 012) ORDER REJECTED Globex Globex 内部の問題によって拒否されました。詳細については GCC にお問い合わせ

ください。 

(GL 022) Incompatible status Globex 既に無効になった注文に対してキャンセル要求を行うと、このメッセージと共に拒

否されることがあります。 

(N1003) Not allowed (group) Globex 取引所が停止している間（米国中部標準時の午後 10 時から 11 時まで）、または定

められている限月に基づいて閉まっている間の拒否メッセージ。 

(N2013) LMT conflict w/oppos Globex 流動性のないマーケットであるための拒否（MKT 注文の場合にのみ出現）。 

(N2014) Price not a step Globex 価格の誤りによる拒否（たとえば、ミニ S&P における 132015）。 

(N2060) Release price low Globex 売買の向きが誤っている STP LMT 注文に対する拒否メッセージ（たとえば、現値

が 1424 であるときの 1402 での BUY STP LMT）。 

(N2061) Release price high Globex 売買の向きが誤っている STP LMT 注文に対する拒否メッセージ（たとえば、現値

が 1424 であるときの 1430 での SELL STP LMT）。 

(N2115) Limits： total qty Globex サイズが大きすぎる注文の拒否。商品ごとに取引所への注文の上限が決まっていま

す（たとえば、ミニ S&P であれば 250）。 



 

 

エラーメッセージ 発行元 説明 

(N2137) Price out of limits Globex 価格が取引所の値幅制限の範囲外であるために拒否されました。 

DESTINATION CHANGE NOT ALLOWED Globex Globex は STP 注文および MIT 注文をメインのマッチングエンジンとは別に保持し

ており、STP または MIT が関係する注文は注文タイプを変更できません（たとえ

ば、STP LMT 注文を STP に CFO することはできない）。 

Exchange did not receive order Globex 通常はキャンセル要求に対する拒否メッセージ。最も多いのは、Globex に障害が

発生した場合。元のメッセージが Globex 側のシステム内（マッチングエンジンよ

りも手前）に滞留し、キャンセル要求に対応して見つけることができなくなってい

ると考えられます。 

IMMED ELECTABLE - VERIFY PRICE Globex 売買の向きが誤っている STP 注文に対する拒否メッセージ（たとえば、現値が

1424 であるときの 1402 での BUY STP）。 

N.D. GLOBEX EXPIRED ORDER Globex Globex が発行する注文キャンセルメッセージ。多くの場合（常時ではない）

Globex は、無効になった注文のキャンセルをセッション終了後に送信します。こ

れは Globex が独自に発行するものであり、こちらからのキャンセル要求に対する

反応ではありません。 

RequestValidator： Cancel request is invalid. Globex これは、約定済みの注文をキャンセルしようとした場合に出現するのが一般的で

す。Globex 側に問題があって約定報告が停止しているときにカスタマーが注文を

キャンセルしようとすると、このメッセージを受け取ることがあります。 

STP NOT SUPPORTED - TRY STL Globex 非リテール商品で STP 注文がサポートされていないための拒否。 

An expired order cannot be canceled or replaced. Order Express セッションが終了したときに、Order Express は内部的に注文を無効にします。注

文をキャンセルまたは訂正しようとすると、このメッセージが発行され、拒否され

ます。 

MONYR - Contract month is invalid Order Express 限月が間違っています。 



 

 

エラーメッセージ 発行元 説明 

PRICE - Price has invalid decimal increment Order Express 価格が無効であるため、Order Express が注文を拒否しました。カスタマーが

Order Express の価格制限（たとえば、一部の商品だけに適用される 5 ポイントき

ざみの価格）を無視した場合に発生することがあります。Order Express に価格を

送信する前に、価格の桁を間違えた場合（たとえば、4540 としなければならない

ときに 454 を送信）も発生する可能性があります。 

STRIKE- No option with the specified strike price Order Express メッセージどおりの意味です。Order Express への送信の前の段階で、CQG のシス

テムがストライク価格の桁を間違えたときに発生することがあります。 

The firm/account is invalid -- not found in database Order Express Order Express システム内でアカウントが正しく設定されていないことを示しま

す。 

The order specifies an expired business date Order Express 指定したセッションが既に閉じられていることを示します。通常、このメッセージ

は、セッションが終わった直後にクライアントが注文を送信した場合に発生します

（時計のずれがあった場合に備えて、注文はセッション終了時刻の 1 分後まで受け

付けられます）。 

TYPE  - Type is invalid or not accepted Order Express サポートされていない注文タイプ（たとえば、MKT 注文と LMT 注文しか受け付け

ない限月における MIT）の拒否。 

Invalid Limit Price -- Formatting loss of precision Gateway 執行ルートへの配信用にこの注文の形式を設定することで、リミット価格のデータ

が失われた（たとえば、15140 が 1514 になることは問題ないが、15145 が 1514
になるのは問題）ときに付加されます。これは、注文が誤って執行されるのを防ぐ

ための予防機構です。 

Invalid Stop Price -- Formatting loss of precision Gateway 執行ルートへの配信用にこの注文の形式を設定することで、ストップ価格のデータ

が失われた（たとえば、15140 が 1514 になることは問題ないが、15145 が 1514
になるのは問題）ときに付加されます。これは、注文が誤って執行されるのを防ぐ

ための予防機構です。 

Invalid Strike Price -- Formatting loss of precision Gateway 執行ルートへの配信用にこの注文の形式を設定することで、ストライク価格のデー

タが失われた（たとえば、15140 が 1514 になることは問題ないが、15145 が 1514
になるのは問題）ときに付加されます。これは、注文が誤って執行されるのを防ぐ

ための予防機構です。 



 

 

エラーメッセージ 発行元 説明 

Replace rejected because new order quantity would be zero or 
less 

Gateway 訂正要求（CFO）が拒否されたときに付加されます。これは通常、カスタマーから

CFO が送信される前に約定を受け取った場合に発生します。 

Too Late To Cancel Gateway 通常、キャンセル要求が保留されている注文に対する約定を受け取った場合（約定

の受領時に注文の状態が WorkingPC、PartialPC などの場合）に付加されます。 

 

リスクサーバーのエラーメッセージ 

エラーテキスト 説明 

Average price for position is not available. ポジションの平均価格がありません。 

Cannot calculate order expiration time. 注文の失効時間が計算できません。 

Cannot evaluate risk for the account due to risk parameters 
missing (closing price for contract "<symbol>"). 

リスクパラメーターが見つからないため、該当アカウントのリスク計算ができません（銘柄<シンボル名>
の終値） 

Cannot process the order (error code 11). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 11) カスタマーサポートへご連絡ください。 

Cannot process the order (error code 14). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 14) カスタマーサポートへご連絡ください。 

Cannot process the order (error code 22). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 22) カスタマーサポートへご連絡ください。 

Cannot process the order (error code 23). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 23) カスタマーサポートへご連絡ください。 

Cannot process the order (error code 25). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 25) カスタマーサポートへご連絡ください。 

Cannot process the order (error code 28). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 28) カスタマーサポートへご連絡ください。 



 

 

エラーテキスト 説明 

Cannot process the order (error code 31). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 31) カスタマーサポートへご連絡ください。 

Cannot process the order (error code 8). Please contact 
customer support for assistance. 

注文をプロセスできません。(error code 8) カスタマーサポートへご連絡ください。 

Cannot route the order at this time. 今回、注文をルートできません。 

Commodity <position> position limit is <limit>, worst case 
position is <limit>. 

商品ポジション上限が＜＞です。最悪のシナリオのポジションは＜＞です。 

Current balance for this account is negative. 現在の口座残高がマイナスです。 

Daily loss limit has been reached. Loss limit (based on cash 
and collateral only) = <limit>, actual current loss = <actual>. 

一日あたりの損失上限に達しました。損失上限（キャッシュと担保のみに基づく）= <>で、実際の損失は

=<>です。 

Filled quantity for the order is greater than requested by 
modification request. 

約定済枚数は訂正要求枚数より大きいです。 

Good Thru Date must be less than or equal to the last trading 
date of this contract. 

GTD は最終取引日より前に設定してください。 

Insufficient margin. Available margin = <available>, used 
margin = <used>, margin required for this order = <required>. 

証拠金が足りません。有効な証拠金＝＜＞、使用済証拠金＝＜＞、この注文に必要証拠金＝＜＞ 

Margin evaluation unavailable for this exchange. 証拠金計算がこの取引所ではできません。 

Master account has negative purchasing power. Trading is 
not allowed. 

マスターアカウントが購買力がマイナスです。取引できません。 

No current ask available. 売気配がありません。 

No current bid available. 買気配がありません。 

Open Position exceed available margin. Available margin = 
<available>, margin for positions = <margin>.  

未決済ポジションが有効な証拠金を超えました。有効な証拠金＝＜＞、ポジションのマージン＝＜＞ 

Order expiration time is earlier than activation time. 注文の失効時間はアクティベーションタイムより早くしてください。 



 

 

エラーテキスト 説明 

Order expiration time is in the past. 注文の失効時間は過去のものです。 

Order rejected because linked order was rejected. 注文が拒否されたのはリンクされた注文が拒否されたからです。 

Order was rejected together with first order from OPO pair. 注文は OPO ペアから最初の注文と一緒に拒否されました。 

Order was rejected together with second order from OPO 
pair. 

注文は OPO ペアから二番目の注文と一緒に拒否されました。 

Position limit for the contract <contract> is <limit>, worst case 
position is <position>. 

銘柄のポジション上限は＜＞、最悪のケースのポジションは＜＞です。 

Quantity <quantity> is not a multiple of the block size (<size>) 
for this account. 

このアカウントにて枚数はブロックサイズの倍数ではありません。 

Quantity <quantity> for leg <leg> is not a multiple of the block 
size (<size>) for this account. 

このアカウントのレッグ注文の枚数＜＞はブロックサイズの倍数ではありません。 

Single trade margin limit for this account is <limit>, margin for 
this order is <margin>. 

このアカウントの一回の取引証拠金は＜＞、この取引の証拠金は＜＞です。 

Single trade size limit  for this account is <limit>, size for this 
order is <size>. 

このアカウントのワンショットの発注枚数上限は＜＞、この注文の枚数は＜＞です。 

The account has not been correctly configured. アカウントが正しく設定されていません。 

The contract you are trying to trade is not configured 
(details： <text>). 

取引をしようとしていた銘柄は設定されていません。（詳細は＜＞） 

The order has expired. 注文は失効しました。 

The order type is not allowed for the commodity. この失効条件はこの商品では許可されていません。 

The order was in a state that cannot be modified. 注文の状態は訂正不可でした。 

The order was in a state that prohibited a cancel request. 注文の状態はキャンセル要求を禁止でした。 

This account is not authorized to trade futures. このアカウントは以下承認されていません – 先物取引 



 

 

エラーテキスト 説明 

This account is not authorized to trade options. このアカウントは以下承認されていません – オプション取引 

This account is not authorized to trade short options. このアカウントは以下承認されていません – オプションの売り 

This account is not authorized to trade this commodity. このアカウントは以下承認されていません – この商品の取引 

This account is only allowed to liquidate Open Position. このアカウントは以下のみ承認されています – 決済のみ 

This order was rejected with other order in compound order. この注文は合成注文の他の注文といっしょに拒否されました。 

Too late to modify the order. 注文の訂正をするは遅すぎます。 

Trader is not authorized for this account. トレーダーはこのアカウントの承認がされていません。 

 

ギブアップエラーメッセージ 

エラーテキスト 発行元 エラーの原因 

Execution system Order Express does not support give-ups. Order Express システムがギブアップ注文を受け取ったときに送信されます。 

MemberID of take-up FCM is not specified. Eurex 

Liffe  

Matif 

引き受け FCM またはそのメンバーID が指定されていない場合に送信されま

す。 
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