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※ 第２回分科会において、「総合的な取引所の実現のための制度のあり方について」（案）と

して、証券・金融と商品を一体として取り扱う総合的な取引所のあり方について整理を行った。

一方、商品市場の利便性及び流動性の向上のためには、「単に総合的な取引所が創設さ

れるだけでなく、商品市場の活性化・健全な発展の方策について検討する」ことが必要である

として、引き続き第３回以後の課題とし、所要のヒアリングを行い、また議論してきたところで

ある。
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本稿は、商品市場の活性化・健全な発展の方策となりうる項目について、議論を整理する

ために提示するものである。



（１）新規商品の上場

国内における商品のリスクヘッジ、投資ニーズへの対
応を図り、全体としての流動性を高めるために取引所にお
いては、新規商品の上場を検討すべきである。具体的に
は、工業品、農産品を問わず、国内で未上場であるものの、
海外の取引所において取引が活発な商品や国内に先渡
などの取引が見られる商品を含め、潜在的なニーズが見
込まれる商品等について積極的な上場検討を進めていく
べきである。

また ク ジ ズ 観点 は 最近 電力シ

Ⅰ．商品取引の活性化

１．商品取引所のサービスの向上

（株）東京工業品
取引所

（株）東京穀物商品
取引所

（会）関西商品
取引所

所管
省庁

経済産業省 農林水産省 農林水産省

上場
商品

金・金ミニ
銀
白金・白金ミニ
パラジウム
ガソリン
灯油
軽油
原油

大豆（一般大豆・Non-
GMO大豆）
小豆
とうもろこし
アラビカコーヒー生豆
ロブスタコーヒー生豆
粗糖
米穀（試験上場）

大豆（米国産大豆）
小豆
とうもろこし
冷凍えび
粗糖
コーヒー指数
国際穀物等指数
米穀（試験上場）

我が国商品取引所の上場商品
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また、リスクヘッジのニーズの観点では、最近の電力シ
ステム改革の議論を踏まえつつ、発電用燃料、さらには、
電力そのもの（電気）の上場について、そのニーズも含め
て検討すべきである。

さらに、流動性増加に向け石油等既存の商品について
も供用品、受渡地の追加・変更等、フレキシブルな見直し
及びその実施が必要である。

商
原油
中京石油（ガソリン・灯油）
ゴム
日経・東工取商品指数

（15品目）

米穀（試験上場）

（8品目）

米穀（試験上場）

（8品目）

主要商品の新規上場

平成 ４年 とうもろこし
平成１１年 ガソリン、灯油
平成１３年 原油
平成１５年 軽油
平成１９年 金ミニ取引
平成２０年 白金ミニ取引
平成２３年 米穀（試験上場）



（２）個人投資家に魅力のある新たな商品の開発

金融商品の分野においては、ＦＸや株価指数先物がイ
ンターネットによって活発に取引されているが、商品先物
の分野においても、個人投資家に魅力ある商品開発を更
に検討すべきである。

また、ＦＸ等において行われているプログラムによる自
動売買を商品先物についても可能とする場合、どのような
規制の在り方が適切か検討すべきである。

物受渡制度 柔軟

※具体的には

・オプション取引（バイナリー（一定時間後に設定された条件
をクリアするかしないかを二者択一で予想する）を含む）

・金の限日取引（納会日という期限がない商品）

・指数取引（貴金属など）

など

※受渡条件調整制度（東工取）・合意早受渡制度（東穀取）
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（３）現物受渡制度の柔軟化

海外での受渡し等の実現を可能とするため、受渡条件
調整制度・合意早受渡制度等において、対象商品の拡大
や受渡条件や手続の一層の柔軟化を図るべきである。

※例えば、商品によっては、海外から輸入され、東京で荷揚げ
された後、再び第三国に再輸出されている例があるが、海外
の倉庫で受け渡し、そのまま直接第三国に輸出できれば、輸
送コスト等の削減に繋がる。

※受渡条件調整制度（東工取）・合意早受渡制度（東穀取）

・・・・・・当事者間の合意に基づいて現物の受渡条件を変更
できる制度。

※海外の取引所においても、当事者間の合意に基づいて、取
引所の定めた受渡条件以外の条件での受渡を認める制度
（代替受渡制度：Alternative Delivery Procedure）が存在する。



（４）取引時間の更なる延長

海外取引を一層活発化させるため、最近の海外の商品
取引所等における取引時間の延長を踏まえ、我が国にお
いても取引時間の更なる延長について検討すべきである。

海外の取引所による国内の取引所との裁定取引を可能にするため、夜間取引の開始

（～23時・平成21年5月） 、延長（～翌4時・平成22年9月）を実施。

○夜間取引比率

H21年5月夜間取引開始
（～23時まで）

H22年9月夜間取引延長
（～翌4時まで）

現在

H21年4月
０％

H21年6月
25．4％

H22年10月
28．3％

H23年12月
34．1％

→ → →

夜間取引の開始及び延長 （※東工取）

（５）外貨建て取引

海外との取引を円滑に行いうるよう、外貨建て取引の
実現を検討すべきである(Ⅲ．１．（３）参照）。
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２．経営の効率化等

新たな商品の上場を始め上記の各般の施策により取引
高や収入を増やす取組とともに、取引所におけるシステム
運用力の強化を通じ、取引システムのコストの更なる低減も
必要。取引所の中期計画等において、定量的な目標を定め、
一層の事業の効率化に取り組むべきである。



３．クリアリング機能（清算機能）の強化

株式会社日本商品清算機構（ＪＣＣＨ）においては、運
営財源や財務基盤の強化、清算参加者が高い信用力を
有するための財務資格要件の見直し、リスク管理機能の
強化等、クリアリング機能を強化するための取組が進めら
れてきたところである。

今後は、上記取組を更に進めるとともに、日中における
リスクの急変動への対応などリスク管理機能の一層の強
化に取り組んでいく必要がある。

※具体的には、以下のような取組が進められてきている。

�清算手数料の引き上げ（平成２０年１０月：１枚当たり１円から
３円に引き上げ、平成２３年１０月：１枚当たり５円に引き上げ）

�決済不履行積立金の積み上げ（平成２３年３月３１日現在：２０
億円）

�ポートフォリオ全体のリスクに応じて証拠金額が算出されるＳ
ＰＡＮ証拠金の導入（平成２３年１月）

※システミックリスクの顕在化を防止するため、店頭取引に係る
清算機関の利用が国際的に進められるなか、ＢＩＳ及びＩＯＳＣ
Ｏにより、「清算機関のための勧告（２００４年策定）」等が改定
され、「金融市場インフラのための原則」として本年４月に公表
されるなど、清算機関に要求されるリスク管理水準や資産管
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されるなど、清算機関に要求されるリスク管理水準や資産管
理水準は今まで以上に高まっている。

清算機関の機能

清算機関は、商品先物市場で成立した取引の相手方となって、
取引の決済の履行を保証。



Ⅱ．多様な取引参加者の拡大

１．取引参加者の拡大

（１）当業者

商品取引のリスクヘッジを行う当業者にとっての利便性
を図るため、海外での受渡し等の実現を含め、受渡し条件
や手続の柔軟化を進めるべきである（再掲）。また、プロの
当業者が注文をする際には、数量等に関する一定の裁量
を商品先物取引業者に対して認めることを可能とする制度
的手当てや、リスクヘッジ取引に関する外務員の知識レベ
ルの向上、ヘッジ会計のガイドラインの充実（Ⅱ．２．（２））
を図るべきである。

→ リスクヘッジ目的で利用している者の割合が多い

先物市場における当業者（商品の生産、流通、売買を業とする
者）比率

工業品 灯油 ゴム ガソリン 原油 パラジウム

６４％ ５３％ ５２％ ５２％ ５１％

農産品 粗糖 とうもろこし 一般大豆

７０％ ３５％ ２７％

（平成２４年２月１日時点の東工取の取組高から算出）

（平成２４年２月１日時点の東穀取の取組高から算出）
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（２）海外事業者

海外事業者が取引所システムに直接接続するダイレク
トマーケットアクセスの実現（Ⅲ．１．（２）参照）や外貨建て
取引の検討（Ⅲ．１．（３）参照）、海外の有力な商品先物業
者・金融業者・機関投資家等の誘致に取り組むべきである。

また、ダイレクトマーケットアクセスを行う海外事業者は
商品清算機関の清算参加者に清算委託を行う可能性が
高く、他社清算を行いうる財務力の高い清算参加者の商
品清算機関への参入が求められる。

H20年度
9．7％

H21年度
11．0％

H22年度
17．0％

H23年度
26．1％

→ → →

海外売買高比率 （※東工取）



（３）証券・金融市場からの参入拡大

レバレッジの高い金融デリバティブ商品の顧客が商品
先物に投資することが期待される一方、商品先物市場の
流動性の減少を背景に一部のネット系証券会社が商品先
物市場からむしろ撤退するなど、厳しい現実もある。

こうした中で、金商業者による商品先物市場への参入
を拡大するために、提出書類の簡素化など商先法上の負
担軽減のあり方を検討すべきである。また、商品取引所の
価格を参照するＥＴＦ／投資信託の拡大等の働きかけも強
化すべきである。

� 東工取の金の価格に連動する投資信託が平成22年2月から取扱開始。
［資産額48億円（平成24年2月）］

� 東工取の金、白金の価格に連動するＥＴＦ（上場投資信託）が平成22年2月
に大証において上場。[資産額 金：4億円（平成24年2月）、白金：4億円（平
成24年3月） ］

� 東工取の金、白金、銀、パラジウムの価格に連動するＥＴＦが平成22年6月
に東証において上場。[資産額 金：222億円、白金：18億円、銀：43億円、
パラジウム：6億円 （いずれも平成23年12月）］

商品取引所の価格を参照するＥＴＦ、投資信託
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（４）個人投資家

① 市場の活性化の大前提として、取引に関するトラブル
の防止及び過去のトラブルに起因する商品先物のマイ
ナスイメージを払拭していくことが重要である。事業者に
よる法令遵守の徹底、法令解釈の明確化、立入検査等
による監督の徹底等による適正な市場運営の確保が不
可欠である。

② 商品先物業者は、累次の法改正や出来高の減少の中
で事業者数が減少した。一方で、金商業との兼業や海
外進出、ネット取引など、経営内容は複層化、多様化し
ている。このような状況の下、商先業者は、リスクヘッジ
などの商品先物市場の社会的な重要な役割を一層果た
しうるよう 投資家 信頼性を向上させるために必要な

商品先物取引に係る苦情・相談件数の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

（件） 全体 （参考）国内商品市場取引

＜平成21年改正＞ （平成23年1月施行）

・海外商品先物取引への参入規制
・不招請勧誘禁止規定の導入

＜平成16年改正＞

・再勧誘禁止規定の導入
・事前説明義務付けの導入

・委託者保護基金制度の整備

＜平成18年改正＞

・事実に相違する広告等の禁止
・損失補填の禁止

・取引証拠金受領時の書面交付義務の導入

（出所）全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）データを基に経済産業省作成。
データは平成23年12月28日までの登録分。

（注１）平成21年度より集計方法が変更になったため、時系列での比較はできない。
（注２）国内商品市場取引については、平成21年度以前は「国内公設先物取引」、

平成22年度以降は「国内商品先物等」の苦情相談を指す。
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しうるよう、投資家の信頼性を向上させるために必要な
営業力や財務力の強化を図ることが重要である。

③ 個人の委託者に接する外務員は、商品先物市場にお
ける流動性を高め、その機能を発揮させるという役割を
担っており、委託者保護の法令遵守に加えて、商品市
況や資産運用に関する相談に的確に対応しうるよう資
質の向上を図るべきである。

国内商品先物取引業者数の推移

９３社（平成１７年８月時点） ⇒ ３２社（平成２４年５月現在）
（外国商品市場取引、店頭商品市場取引を行っている業者を含めると５９社）

登録外務員数の推移

１４，８９４人（平成１６年３月末時点）
⇒ ２，３４３人（注）（平成２４年４月末時点）
（注）登録外務員数のうち、国内商品市場の外務員数

（外国商品市場取引、店頭商品市場取引の外務員を含めると２８，９８７人）

（５）機関投資家

年金基金に対しては、その一部の資産が、株式や債券
とは異なる値動きをする商品先物での運用（ＥＴＦを含む）
が分散投資として有用であることを適切に説明していくべ
きである。

また、プロップハウスやファンドについても、商品先物で
の運用の拡大を働きかけていくべきである。

※我が国の年金の資産運用は、株式や債券などでの運用に限
られているところが多い。厚生年金及び国民年金の積立金を
運用している年金積立金管理運用法人（ＧＰＩＦ）は、商品先
物では運用していない。企業年金でも、資産の商品先物市場
での運用はごく一部にとどまっている。
（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、商品の割合は0.14％（Bloomberg 2009年3月12日報道））



２．利便性の向上に向けた制度のあり方

（１）税制・口座の一元化

証券・金融・商品の垣根を越えて個人投資家が投資を
行い、商品先物市場に参加するよう利便性を高めるため
には、商品先物取引と上場株式等との間で広く損益通算
を可能とさせ、さらに口座の一元化にも取り組むべきであ
る。

（２）実態に即したヘッジ会計制度

ヘッジ取引については、現行のガイドラインにおいて、
商品先物取引の具体例などの記載が乏しい等の指摘もあ
る。ヘッジ取引の会計制度について、商品先物取引の実

※現行の金融商品会計実務指針においては、商品デリバティ
ブの会計処理の例示が殆ど掲載されていない。（有識者に対
するヒアリングにおけるコメント）
成 度経済産 省 「 が ジ

上場株式

申告分離
１０％

申告分離
２０％

商品先物取引等

損益通算の必要性
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３．商品先物市場の正しい理解の拡大

商品先物市場の正しい理解の拡大のためには、報道番
組や新聞・雑誌等で取り上げられるような広報活動や入門
書の刊行、大学等における寄附講座の拡大など、投資に興
味を持つ層の関心を高める取組も必要である。

とりわけ、新社会人等これまでほとんど認識したことのな
い人々に対する場合には、制度の理解に加えて、トラブル
に遭わないための留意点などを分かり易く丁寧に説明する
必要がある。

る。 ッジ取引の会計制度について、商品先物取引の実
態に即したものとすべく、公認会計士協会等に働きかけを
行っていくべきである。

（平成22年度経済産業省委託調査「我が国におけるヘッジ会計・税制
の実態調査」より）

※例えば、ＦＸ（外国為替証拠金取引）の入門書は多数刊行さ
れている。



（１）取引所間の国際連携

我が国の商品取引所についても、海外取引が拡大傾
向にあり、アジアのメインマーケットを目指すためにも、海
外取引所等との関係強化は重要な課題である。商品の共
同上場やクリアリング機能の強化等に向けた国際的な連
携を、資本関係を含めて模索・追求すべきである。

なお、こうした取引所における国際連携が、我が国にお
ける総合的な取引所の推進の足かせにならないよう、関
係者は留意すべきである。

Ⅲ．商品先物市場の国際化への対応

１．海外市場との連携

米国 欧州

ロンドン金属取引所（交渉中）

ニューヨーク商品取引所 IPE（ロンドン国際石油取引所）ICE

ＣＭＥグループ

オーストラリア証券取引所 シドニー先物取引所

シンガポール商品取引所 シンガポール取引所

（断念）

ドバイ商品取引所

証券取引所デリバティブ取引所

マレーシア取引所

ＩＣＥグループ
商
品

証券取引所デリバティブ取引所

韓国取引所
アジア

世界の主な取引所の再編

取引システムの高速化・高コスト化やクリアリング機能の強化の必
要性を背景に、一国内にとどまらず、国境を越えた取引所間の統合
や連携（システムの共通化、クリアリングの統合、商品の共同上場、
出資など）が進展している。
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ナスダック ＯＭX

NYSE ユーロネクスト

ドイツ取引所 スイス取引所

ユーレックス

ニューヨーク商業取引所
グループ

シカゴ商品
取引所

シカゴ商業
取引所

（不承認）

ブラジル
商品先物
取引所

サンパウ
ロ証券取
引所

ボベスパ

（出資を含む連携）

証
券

※我が国の金融デリバティブの分野においては、商品先物に比較して
も国際的な連携が進展しており、我が国の株価指数先物は海外で
も共通上場されるとともに、海外の株価指数先物を国内の証券取引
所でも上場している。また、我が国の株価指数先物の海外からの取
引は５割を超えており、取引所の外国人株主の比率も５割を超えて
いる。

※現行法上では取引所は２０％までは政府の認可なく内外から出資
を受入可能となっている。

現行法の取扱い



（２）海外事業者の参入（ダイレクトマーケットアクセス等）

海外事業者による我が国の取引所取引への参入を促
進するためには、海外事業者が取引所システムに直接接
続するダイレクトマーケットアクセスの早期実現及びその
拡大を図るべきである。

※国境を越えた相場操縦行為等の不公正取引に対処するため、
２０１１年５月に証券監督者国際機関（ＩＯＳＣＯ）への各国規制
当局間の情報交換に関する多国間覚書（マルチＭＯＵ）を締結。

申請中 香港
申請準備中 米国、ドバイ、シンガポール

東工取 ダイレクトマーケットアクセス申請状況
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（３）外貨建て取引

海外との取引を円滑に行いうるよう、外貨建て取引の
実現を検討すべきである。

※現状においては、銀行システム上、同一銀行支店内の口座の
振替でも海外送金扱いとなるため、証拠金授受などの資金決
済に際して送金受付と入金の時間的なタイムラグの負担を取
引参加者や清算機関が負うことになる。システムの整備等の対
応を銀行に求めるとともに、為替リスク等の負担に耐えうる財
務力の高い取引参加者の拡大などを図るべきではないか。

外貨建て取引を行っている取引所の例

・ＬＭＥ（ロンドン金属取引所、イギリス）
非鉄金属 → 米ドル

・ＩＣＥ（インターコンチネンタル取引所、イギリス）
原油・石油製品 → 米ドル 等

・ＳＧＸ（シンガポール取引所、シンガポール）
ゴム → 米ドル



２．市場監視の充実

国際的に市場監視の充実が求められている中、農林水
産省、経済産業省では、市場監視を行う部局の設置、証券
監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）の各国規制当局間の情報交換
を可能とする多国間覚書（マルチＭＯＵ）への署名等の取組
を行うとともに、ＩＯＳＣＯ商品先物市場タスクフォースにおけ
る議論に継続的に参画してきているところである。今後とも
市場監督・監視の改善、市場透明性の向上に一層努めて
いくべきである。

証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）勧告（2009年3月発出）概要
①各国商品先物監督当局が商品の現物や取引所外取引についての情報をよ
り適切に把握できるようにすること。

②一国又は複数国の現物や取引所外取引を利用するなど複雑な手法による
相場操縦行為への対応を行いうる法制を整備すること。

③商品先物監督当局間の協力を推進すること。

国際的な要請

マルチMOU へ署名（2011年5月）：
� マルチＭＯＵの署名当局となったことにより、各国当局との間で、市場監
督・法執行上必要な情報（取引を再現するための記録、口座間資金移動
の記録等）を相互に交換し合うことが可能となる。

証券監督者国際機構(IOSCO)の多国間情報交換枠組み(マル
チMOU) へ署名
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記録等）を相 交換 合う 可能 なる。
� これにより、クロスボーダー化する商品先物市場においても、国際協力
の下で、商品先物市場の公正性等確保が可能。

英、仏、独 等

ドバイ、
南アフリカ 等

米、加、
メキシコ 等

農林水産省
経済産業省

中国・香港
シンガポール

オーストラリア 等

マルチMOU署名当局数：８２
(平成２２年１１月現在)



３．店頭取引の拡大

（１）取引所取引と店頭取引の相互補完

取引所取引（規格化された取引条件で多様な取引参加
者が取引を行う）と店頭取引（ニーズに応じて柔軟な取引
条件で取引を行う）は、相互補完可能な関係にある。我が
国の店頭取引の裾野を拡大するとともに、店頭取引で取
引量が多く規格化しうる商品を取引所において上場する等、
取引所取引と店頭取引の連携強化が重要である。

＜取引所取引＞

取引所取引は、集中的かつ組織化された市場において、多
様な取引参加者により行われる取引であることから、価格の透
明性、一定の流動性、クリアリングによる取引相手方の信用リス
クの遮断といった面で秀でているが、取引条件（取引時間や受
渡条件など）が画一的である。

＜店頭取引＞

店頭取引は、ニーズに応じて取引条件のカスタマイズが可能
であるという柔軟性を有しているが、取引相手を見つけ出す必
要があることや、取引所取引と異なり価格等の取引情報が常時
公表されていないという特徴を有する。

取引所取引と店頭取引の比較
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※２００９年のＧ２０（ピッツバーグ・サミット）では、システミックリス
クの緩和等の目的を達成するため、清算集中制度や取引情報
蓄積機関の整備等の取組が求められている。

（２）国際的な対応

国際的にも求められているシステミックリスクへの対応
のあり方については、我が国の店頭取引を具体的、定量
的に調査し、これを踏まえて検討すべきではないか（別途
の場で検討）。

（３）店頭取引のクリアリング

我が国の店頭取引においても海外の清算機関の自主
的な利用が増加している。今後、国内清算機関において
財務基盤の一層の強化を図り、店頭取引のクリアリングを
行うことを検討すべきである。


