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1. 日本の商品先物市場の問題点 

 欧米に比べて市場参加者に占める個人投資家の割合が高
い。 

 一般的に産業界による商品先物取引の有用性に対する認
識が低く（価格＝コスト＋適正利潤）、価格変動リスクのヘッ
ジ・ニーズが乏しい。 

 年金基金や機関投資家等も、分散投資の観点からポート
フォリオに商品（コモディティ）を組み込むことに消極的。 

 日本特有の取引ルールと取引インフラの立ち遅れが目立つ。 

１－１．伝統的な日本の商品先物市場の特徴 

○ 分散投資の観点から年金等の資金運用の対象に組み込まれた商品（コモディティ） 

        2008年3月末時点の企業年金連合会の会員企業のうち1088社の資産構成中、 
  商品（コモディティ）の割合はわずか 0.14％（Bloomberg 2009年3月12日報道）。 

○ 日本特有の取引ルール 

  （例） ・ 板寄仕法 

      ・ 狭い値幅制限 

              ・ ポートフォリオ全体のリスクを考慮しない証拠金制度 
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1. 日本の商品先物市場の問題点 

 個人投資家の減尐。 

 経営環境の悪化により、個人投資家依存型の伝統的な商品
先物業者が多数退出。 

 取引所及び商先業者の環境変化に対するビジネスモデル転
換に係る対応の遅れ。 

 個人投資家に代わる機関投資家・当業者等の新たな市場参
加者の参入が不十分。 

 流動性の低下がより一層の流動性の低下を招くという負のス
パイラル現象。 

 商品先物市場の投資・投機先としての魅力の低下による、投
資資金・投機資金の金融デリバティブ市場への流出。 

１－２．近年の市場規模縮小の原因 

○ 個人投資家減尐の原因 

      ・ 勧誘規制の強化 

      ・ 商品先物取引に対する悪しきイメージ 

○ 金融商品取引所との競合 → 「２．近年の商品取引所のビジネスモデル」参照 
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２－１．金融と商品（コモディティ）との現物市場の規模の違い 

  

 

 

 

 

（例） 2011年の1日平均取引規模 

      ・東京外為市場のドル/円スポット取引    95億ドル/日 (*1) 

      ・東京証券取引所現物株売買代金       177億ドル/日 (*2) 

      ・日本の原油輸入量                       6億ドル/日 (*3)  

      ・世界の金需給                                     8億ドル/日 (*4) 

        （*1) 日本銀行「（参考）東京外為市場における取引状況（2011年中）」より。 

          （*2) 東京証券取引所「月間売買高・売買代金」を基に、1ドル80円及び1年245日で換算。 

                    （*3） 貿易統計を基に、当社原油先物取引2番限の月末帳入値段を用い、1ドル80円及び1年 

             245日で換算。 

                    （*4） World Gold Council 「ゴールド・デマンド・トレンド2011年年間」を基に、1年245日で 

             換算。 

2. 近年の商品取引所のビジネスモデル 

 商品（コモディティ）の現物市場の規模は、金融の現物市場よ
りも桁違いに小さい。 
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２－２．商品先物市場の規模の限界 

  

 

 

 現物の派生取引である先物市場の規模は、現物市場の規
模の制約を受けるので、商品先物市場を金融先物市場と同
水準の規模に引き上げることは困難と言わざるを得ない。 

 グローバルに見ても、商品先物市場の規模は金融先物市場
の規模に比べて桁違いに小さい。 

（例） 2011年のデリバティブ取引所における年間取引高 

     ・世界の金融先物取引    221億枚 (*1) 

     ・世界の商品先物取引      25億枚 (*1) 

     ・CMEのユーロドル先物     5.6億枚（564兆ドル）(*2) 

           ・NYMEXのWTI原油先物    1.7億枚（17兆ドル）(*3) 

       (*1) FIAのデータを基に集計(先物取引のみ）。   

                  (*2) FIAのデータを基に、倍率1,000,000倍（ドル）で換算。 

         (*3) FIAのデータを基に、1bbl=100ドル、倍率1,000倍で換算。 

      

2. 近年の商品取引所のビジネスモデル 
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２－３．商品取引所を取り巻く経営環境の厳しさ  

 

  市場規模の小さい商品取引所の手数料に対しても、規模の
経済により低廉化した金融先物取引所の手数料水準への低
下圧力が働く。 

 取引システム等のインフラコスト・固定費の水準は、金融取
引所であっても商品取引所であっても変わらない。 

商品取引所の厳しい経営環境から、商品（コモディティ）に特化した商品取引

所は、この20年間でその大半が統廃合により消滅。 
 

（例） 過去20年間における世界の商品取引所の趨勢 

    ・ロンドン商品取引所 LCE → ユーロネクストに統合 

    ・シンガポール商品取引所 SICOM → シンガポール取引所 SGX に統合 

    ・日本の商品取引所 

            → 1992年に16ヶ所存在した商品取引所も現在は3ヶ所まで減尐 

 

2. 近年の商品取引所のビジネスモデル 
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２－４．成功している商品取引所のビジネスモデル 

  

 

 

  厳しい環境にも拘らず、商品（コモディティ）に特化しつつも
比較的良好な経営状態を維持している取引所の特徴は下
記の通り。 

 当業者のヘッジ・ニーズと、機関投資家やプロップ・ハウス
等の投資・投機ニーズ、双方のニーズから生じる取引の呼
び込みに成功している。 

 OTC取引との相乗効果により取引所取引の数量を増やし
ているばかりでなく、OTCクリアリングのような当業者ニー
ズに応えるサービスから収益を上げている。 

 

（例） 商品に特化しつつも比較的良好な経営状態を維持している取引所 

    ・アイス・フューチャーズ ICE Futures → OTCクリアリング ICE Clear を提供 

   （ ・ニューヨーク商業取引所 NYMEX , シカゴ商品取引所 CBOT 

                                                          → OTCクリアリング ClearPort を提供 ） 

    ・ロンドン金属取引所 LME 

        → 指定倉庫の拡大やワラント・スワップ等の当業者ニーズの取り込み 

 

2. 近年の商品取引所のビジネスモデル 
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２－５．当社の目指す取引所としてのビジネスモデル 

  

 

 
 「アジアの中核的な商品取引所」を目指す。 

  具体的には下記の通り。 

 適切な商品設計と高い市場流動性に支えられた価格指標
性の高い商品を上場。 

 当業者ニーズに十全に応え得る価格変動リスクのヘッジ
の場としての先物市場とOTCクリアリングのような関連
サービスを兼ね備えた市場インフラの提供。 

 個人投資家、機関投資家、プロップ・ハウス等の多様な投
資・投機ニーズに応え得る市場インフラの提供。 

2. 近年の商品取引所のビジネスモデル 
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3. 東京工業品取引所のこれまでの取り組み 

 

 

 

 取引基盤の環境整備。 

 上場商品の見直し・拡充。 

 

３－１．これまでの取り組みの概要 

新たな市場参加者（当業者、海外投資家、機関投資家等）の 

参入促進を図るため、以下の施策を実施。 
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   取引基盤の環境整備は8割方完了。 

   － 世界最高水準の新取引システムの導入 

   － 取引時間の延長（翌朝午前4時まで、ゴムのみ当日午後7時まで） 

   － 取引ルールのグローバル・スタンダード化 

   － プロキシミティ・サービスの提供 

    [参考] 2012年3月の夜間取引比率 43% 、2012年2月の海外取引比率：29% 

 

3. 東京工業品取引所のこれまでの取り組み 

３－２．取引基盤の環境整備 

３－３．上場商品の見直し・拡充 

   － ミニ金・ミニ白金の上場 

     － 当社市場価格に連動する投資信託・ETFの組成 

３－４．多様な市場参加者の参入促進 

・ 多様な市場参加者の参入促進のための国内外でのマーケティング活動 
   - 個人投資家 ： イベント、セミナー、ネット取引の利便性の向上 

    - 市場仲介者 ： 内外の多様なエンド・ユーザーを呼び込める市場仲介者の開拓 
    - プロップ・ハウス ： 流動性提供者としてのプロップ・ハウスの導入 
 

・ イメージ刷新に向けての活動を実施。 
  － SNSサイト「みんなのコモディティ」（通称「みんコモ」）を開設 
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4. 市場活性化に向けての今後の課題 

 

 市場仲介機能の強化 

 クリアリング機能の強化 

 取引所取引とOTC取引の連携 

 金融取引との連携のより一層の強化 

 国内外の他取引所との連携 

 イメージ刷新に係る啓発活動 

 農産物の上場（検討中） 

 

 

４－１．当社の課題 
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4. 市場活性化に向けての今後の課題 

４－１．当社の課題（続き） 

  ○ 国内外の他取引所との連携 

      多様な市場参加者の参入促進及びシステムコストの低減化を目指し、国内外 

       の他取引所との連携を模索。 

     － 昨年春より大阪証券取引所又は海外取引所との提携を模索 

        － 東京証券取引所と大阪証券取引所の経営統合（2011年11月発表） 及び 

                 総合取引所構想の行方を注視。 

○ 取引所取引とOTC取引の連携 

         ヘッジ・ニーズがあるにも拘らず投資・投機ニーズの取り込みが期待し難い商品 

         については、先物取引ではなくOTC取引の取引プラットフォームやOTCクリアリ 

         ングの提供を検討。 

○ 金融商品との連携 

    投資・投機ニーズについては、現在の商品先物市場に流入している資金量では 

         限界。新たなプレーヤーの参入及びETF等の金融市場からの資金流入チャンネ 

         ルの開拓が必要。  

        － 当社市場価格に連動する投資信託・ETFの組成 
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 当業者、投資家等多様な市場参加者が真に取引を行いやすい市

場構築が可能となる法制度等の整備が望まれる。 

  

 

 
 実態に則したヘッジ取引に係る会計制度・税制の見直し。 

 過度な規制の見直し、運用の明確化。 

 年金等の資金運用の対象としての商品先物市場活用の普
及・啓発活動。 

4. 市場活性化に向けての今後の課題 

４－２．政府への要望 

以 上 

○ ヘッジ取引に係る会計制度・税制の問題点 

  （例） ヘッジ会計の適用条件・有効性判定基準 

○ 年金資金の商品市場での運用に係る問題点 

       年金資金の主たる運用主体である年金積立管理運用独立法人GPIFや国民年金 

    基金連合会の運用方針で、商品（コモディティ）は対象外となっている。他の大半の 

    基金もこれらの運用方針をコピーしているため、商品の運用は殆ど行われていない。 


