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産業構造審議会第１回商品先物取引分科会 議事録 

 

日時：平成２４年２月１０日（金）１６：００～１８：００ 

場所：経済産業省本館2階西8共用会議室 

議題：検討事項及び今後の議論の進め方について 

   商品先物市場を取り巻く諸課題への対応について（総合的な取引所ほか） 

   その他 

 

 

○石崎課長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会第１回商品先物取引分科会を開会

させていただきます。委員の皆様方には、ご多忙のところをご参集いただきましてまことにありがと

うございます。 

 本来であれば、ここで北神経済産業大臣政務官からのご挨拶でございますが、少し遅れておられま

すので、早速議事に入らせていただきます。 

 まず配布資料の確認をさせていただきます。お手元の「議事次第」にある「配布資料」をご覧くだ

さい。座席表を一枚めくりますと「議事次第」がございます。議事次第の下に「配布資料」として資

料１「委員名簿」から資料５の「商品先物市場を取り巻く状況及び諸課題について」と５つの資料が

ございます。もし過不足等がございましたら事務局までお申しつけください。 

 続きまして「分科会長の選任等」についてでございますが、前回平成20年に開催したときから委員

の方々が大幅にかわりまして、資料１のとおりとなっております。本日ご欠席の委員も含めましてこ

の分科会の委員は15名となっております。多少遅刻されておられる方もございますが、本日14名の方

がご出席であります。いずれにいたしましても産構審令第９条の規定により本分科会は成立しており

ます。それからオブザーバーといたしまして関西商品取引所、日本商品清算機構、そして金融庁から

ご参加いただいております。時間の都合により個々の委員、オブザーバー、農水省、経済産業省のご

紹介はお手元の資料１及び座席表をもってかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 分科会長につきましては、規定により本委員から選出することになっていますが、今回の分科会は、

前回分科会長をお務めいただきました尾崎委員のみが本委員となっております。事務局案といたしま

しては、前回も分科会会長を務めていただきました尾崎委員にお願いしたいと存じますが、皆様よろ

しゅうございましょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは、尾崎委員に商品先物取引分科会長をお願いいたします。以後の

議事進行につきましては、尾崎分科会長、よろしくお願いいたします。 

 

○尾崎分科会長 

 引き続き商品先物取引分科会長を務めさせていただくことになりました尾崎でございます。委員の

皆様方のご協力をいただきまして議事を進めてまいりたいと存じておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 先ほど石崎課長から、この会議が成立していることをご確認いただけたと思いますが、引き続きま

して、まず 初に手続的なことを少しお諮りしたいと存じます。本分科会における議事、議事録及び

配布資料の取り扱いについてでございます。平成７年９月の閣議決定におきまして、審議会の透明化

及び見直しが決定されており、審議会やそれに準ずる懇談会等の運営状況等はできるだけ公開するこ

とが求められております。したがいまして、本分科会につきましても、原則として一般の方の傍聴を

認めるとともに、議事要旨及び配布資料を速やかに公開し、後日、議事録を公開することが適当かと

考えます。議事録の内容に関しまして、また議事要旨の内容に関しましては、私と事務局に一任いた

だければと存じますが、いかがでございましょうか。このような取り扱いでよろしゅうございましょ

うか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、そのように取り扱わせていただきます。 

 それでは、本日の議題に入りたいと存じます。議題をご覧いただければと思いますが、「３．産業構
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造審議会に対する諮問」、「４．検討事項及び今後の議論の進め方について」、「５．商品先物市場を取

り巻く諸課題のへの対応について（総合的な取引所ほか）」となっております。 

 そこで、まず資料２の「産業構造審議会商品先物取引分科会に対する諮問」をご覧いただきたいと

存じます。「産業構造審議会商品先物取引分科会に対する諮問」ということで、あて先は産業構造審議

会に対してでございまして、そしてこの分科会に付託されたということになろうかと存じます。ご覧

いただきますと、「内外の環境状況に対応した商品市場に係る制度の在り方いかん。」という諮問でご

ざいます。今回の、この分科会の開催に当たりましては、農林水産大臣及び経済産業大臣から、この

産業構造審議会に対しての諮問がなされ、そしてその産業構造審議会から本分科会に対しての諮問の

付託がなされたということになっております。この諮問に基づいて検討を行うという責務を全うでき

るように、皆様方のご協力をいただきながら進めていきたいと思っております。よろしくお願いした

いと存じます。 

 それでは、先ほど冒頭にありました件についてお願いいたします。 

 

○石崎課長 

 それでは、議事の途中ではございますが、北神経済産業大臣政務官がご到着されましたので、ご到

着早々で申しわけございませんが、大臣政務官より一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

○北神経済産業大臣政務官 

 皆さんこんにちは。遅れまして心からお詫びを申し上げたいと思います。今日は、先生方、本当に

お忙しい中をお集まりいただきましたことに御礼を申し上げたいと思います。 

 商品先物市場は、皆さんご案内のとおりリスクヘッジあるいは商品価格の形成、現物の調達、こう

いった観点で非常に重要な市場でございます。ただ、この10年ぐらい、政治の方では、どちらかとい

うと消費者保護の観点で議論が活発でありまして、３回ぐらい法改正をしたのですが、これは大体規

制を強化するということでやってきました。苦情の件数も大分減ってきて、それなりの効果はあった

と思いますが、一方で、これは当然規制強化になりますから、市場もだんだん出来高が落ちてきてい

ます。ただ、そういう中で取引所の方は、活性化対策で深夜にも取引を可能にするとか新しい取引シ

ステムを導入するとかいろいろ頑張ってきたわけですが、そういったこともあって、多少今底を打っ

た状況でございます。 

 一方で、取引所の間で世界的にも再編の動きがございます。我が国内でも昨年の11月に、皆さんご

存じのとおり東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合の合意発表をしたところでございます。い

わゆる証券・金融・商品と総合的に取り扱う市場について、政府の中でもずっと議論をしてきました

が、昨年末に閣議決定がなされました「日本再生の基本戦略」で、「総合的な取引所の実現に向けて、

取引所や規制監督のあり方等の論点について方針を取りまとめた上で、2012年の通常国会に向けた所

要の法案の提出準備を行う」とされたところでございます。ですから、今始まっている国会の中でぜ

ひとも法案を出したいと、こういう方針を立てたところでございます。この総合取引所の話が表に出

ますが、今各取引所が出来高の観点からいっても非常に弱っている状況であります。弱っているとこ

ろが合体して、それがすぐ活性化につながるとは限りませんので、あわせて活性化の政策もやはり打

っていかないといけないと思っております。監督・規制も含めて商品先物市場の活性化に向けて、委

員の皆さんのお知恵をぜひとも絞っていただきまして、我々もご指導いただきたいと思っております。 

 結ぶに当たりまして、この会議が、今申し上げた目的に向けて活発な議論がなされることを心より

ご期待を申し上げまして、議事の途中で申しわけございませんが、尾崎安央分科会長を初め、皆さん

のお力添えを賜りますようによろしくお願い申し上げまして、私のご挨拶にかえさせていただきます。

ありがとうございます。 

 

○尾崎分科会長 

 北神政務官どうもありがとうございました。今のような方針というのが政府の方であるようでござ

いますが、そういうことも踏まえて本日のご議論、またこれから先の分科会でのご議論をよろしくお

願いしたいと存じます。また、諮問が来ておりますので、答申という形でお答えしたいと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと存じます。それでは、続きまして議題に入っていきたいと思いま

す。 

 今後の進め方、また検討事項、現状について、先ほどの総合的な取引所についてなど資料３～５が
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ございます。この点に関しまして事務局から資料の説明をいただき、そしてその後一括してご議論い

ただきたいと考えております。それでは石崎課長よろしくお願いします。 

 

○石崎課長 

 それでは、資料３をご参照ください。「商品先物取引分科会開催の背景及び検討事項について

（案）」とございます。これについて簡単にご説明させていただきます。１は「 近の商品先物市場を

取り巻く状況」についてでございます。（１）のところは、先物市場のリスクヘッジ、価格維持形成の

場の産業インフラとしての重要性、そして商品先物市場は累次の委託者保護の強化を通じて、苦情相

談件数が確実に減少しており、市場としての健全性が向上している。しかし、一方で市場自体は出来

高の下落が続いてきており、 近ようやく活性化の効果が出ておりますけれども、今後とも健全な市

場の活性化が急務になっているということです。（２）は、近年、システム費用負担ですとか顧客の拡

大のため、国境を超えて、あるいは一国内で取引所間の合従連衡が進展しつつあるということを述べ

ております。詳しくは、資料５を説明するときに述べさせていただきます。それから（３）につきま

しては、一連の政府の決定を述べております。すなわち一昨年に「新成長戦略」が閣議決定されて以

来、３省庁の副大臣、大臣政務官での議論を進めてきており、さらに昨年末に閣議決定された「日本

再生の基本戦略」で、「総合的な取引所の実現に向け、取引所や規制・監督のあり方等の論点について

方針を取りまとめた上で、2012年の通常国会に向けた所要の法案の提出準備を行う」とされました。

それから（４）は、昨年の11月に東証・大証の経営統合、総合的な取引所のあり方についての関心が

高まっており、その具体化が待たれているということを述べております。 

 ２は、「商品先物市場の今後のあり方」でございます。商品取引所の具体的な経営形態、これはいう

までもなく民間会社である取引所が取引参加者、株主などのステークホルダーの意向を踏まえつつ判

断するものでありますが、そうした際の変革が円滑にできるように、またその動きが商品先物市場の

存続や活性化に資するように枠組みが構築される必要があります。そのような観点からの取引所の今

後のあり方、そして市場の活性化・健全な発展の方策について検討していくということで、次のペー

ジで（１）、（２）に分かれております。（１）が「商品取引所の今後のあり方について」でございまし

て、（２）の下段の方が「商品先物市場の活性化・健全な発展の方策について」であります。（１）は、

証券・金融・商品を統合して取引できる取引所が実現した場合の具体的な制度であります。実は平成

21年、先般の一連の取引所をめぐる法改正で証券・金融取引所と商品取引所が同じ持株会社の下に併

存する場合の枠組みについて対応がなされておりますが、さらに統合した場合の制度のあり方につい

ての枠組みが検討事項でございます。①は、そういった取引所が取り扱う場合に、物資所管大臣と金

融担当大臣による取引所に対する規制監督関係の一元化、そしてその場合のいわゆる当業者の取引市

場としての重要性を踏まえた商品の上場の審査、緊急時の対応、そのような商品についての市場管理

の観点からの措置についてであります。②が、清算機関について、証券と商品の清算方式の相違点な

どを踏まえつつ、どのように扱うべきか。③は、委託者保護のための事業者規制、自主規制体制、そ

れからペイオフなどの枠組みについてどのように扱うべきかということであります。（２）は、「商品

先物市場の活性化・健全な発展の方策」であります。諸外国の例でも、総合的な取引の実現が必ずし

も商品先物取引の活性化に十分につながっていないという事例もございます。商品先物市場の発展に

つながる方策という点で、（１）の検討ですとか制度導入を待つことなく可能なものから直ちに実施す

べきではないか。そのような観点から４つ挙げております。①は、取引所、取引業者の自主的な取り

組みとしてどのようなものがあるか。②は、商品先物市場に対する証券などからの参入を円滑にする、

その方策はどのようなものがあるか。③は、世界的なレベルでの取引所の合従連衡ですとか、システ

ムの共通化、これらを踏まえて、このような連携にどのように取り組むべきか。④は、商品市場の健

全性とか委託者保護の水準の維持を前提としつつ、商品の選択・取引機会の拡大などをどのように考

えるか。 

 このようなところを検討事項として挙げさせていただきましたが、これにとどまらず今回ご議論を

いただきたいと考えております。 

 その次に、資料４で「今後の議論の進め方（案）」がございます。事務局では今回「商品先物市場の

現状」、それから「総合的な取引所の実現のための制度のあり方等」、これを次回２月23日（木）、２回

目までの主要なテーマとして考えております。３回目以降につきましては、先ほどの資料３の論点で

いえば後半部分、「商品先物市場の活性化・健全な発展の方策等」、これを中心にご議論いただきまし

て、５月～６月に取りまとめをしたいと考えております。 
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 その次に横長の資料５、少々分厚い資料なのでかいつまんでご説明をしたいと思います。ページを

めくっていただきますと目次があります。 

 議事の途中ではございますが、北神大臣政務官がご公務によりここでご退席ということでございま

す。どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして資料５の説明でございます。ページをめくっていただきますと、「１．我が国

の商品先物市場の動向について」、「（１）我が国の商品先物市場について」、これが３ページ目からご

ざいます。３ページでございますが、これは商品先物市場の 近のトレンドを示しております。ここ

にお示ししてありますように平成15年以降、７年連続で減少しております。昨年は、金の価格の高騰

ですとか、あるいは夜間比率、海外との取り組みが多少ふえたということもありまして、対前年比で

は15％（東工取）の増加ということになっております。それから４ページは「商品先物取引に係る苦

情相談件数」でございます。このグラフをみていただければわかりますように、累次の法改正により

平成16年のピーク時から平成22年までにほぼ半減しております。青の棒グラフが全体であります。ピ

ンクは、そのうちの国内商品市場の取引であります。さらに直近の法改正、これは昨年の１月から施

行しておりますが、平成23年は、対前年比ではさらに５割ほど減少しておりまして、ピーク時からみ

ますと４分の１に減っております。次の５ページが「近年の商品先物取引法改正の経緯」で、16年改

正、18年改正、そして21年改正の概要でございます。これの説明は省略させていただきます。 

次の６ページは、「商品先物市場の意義」であります。こちらにお示ししましたとおり（１）は先物

市場における当業者の比率です。リスクヘッジ目的で利用している者の割合が多いということで、特

に割合が多いものは、工業品でいいますと灯油、ゴム、ガソリン、原油、パラジウム、これらが当業

者比率が５割以上。それから農産品でいいますと粗糖、とうもろこし、一般大豆、これが比率が多い

ものとなっております。それから（２）は、さらに次のページにも多少補足してありますが、国内販

売量において先物市場から現に調達されている比率、これが多いものは灯油やガソリンであります。

国民に身近な灯油を初めとして実際の商品の販売・流通において、先物市場からの調達は重要な手段

となっています。７ページをみていただきますと、「灯油先物」の例を書いております。グラフの上段

が関東地区、中部地区の灯油販売量の全体であります。下段が、そのうち商品先物からの供給であり

ます。このグラフでみていただければわかりますように、灯油全体の販売量、これは10年でかなり落

ち込んでおりますけれども、先物からの受け渡しというのは関東で2.1倍、中部地区では3.1倍にふえ

まして、全体に占める比率もそれぞれ11.9％、そして13.7％ということで、着実にふえているという

ことであります。ページを戻って６ページでございますが、「価格指標」としての重要性であります。

国内の需給状況を反映した円建ての価格指標が存在するということで、一つはゴムの市場であります。

ゴムにつきましては、ご案内のとおり生産地及び国内外の主要メーカーが東南アジアに集中しており

まして、日本のゴム市場の終値を東南アジアの業者や国内メーカーが価格指標として利用しています。

そして石油製品市場におきましても、いわゆる国内スポット価格、仕切価格が参照価格として用いら

れているということであります。 

８ページに「商品先物市場と金融・証券市場の比較」があります。商品先物市場の方を簡単にみて

みますと、目的におきましては当業者のリスクヘッジ、現物の生産・流通の重要な手段、そして価格

指標としての機能であるとか、取引参加者のところでみますと、いわゆる当業者要件、当業者の割合

が半分以上であること、それから規則のレベルでいいますと、指定倉庫制とか検品制度、それから法

令の規定レベルでいいますと現物への悪影響を回避するための主務大臣による取引制限措置、そして

現物市場と先物市場、この両方がありますけれども、現物市場の方は、必ずしも商品市場については

規制対象となっていないものですから、現物市場を利用した先物市場の相場操縦の禁止などがありま

す。それから不招請勧誘の禁止につきましては、商品先物市場は取引所取引、これは初期の投資額を

上回るおそれのあるもの、そして店頭取引が対象であり、一方金融・証券市場は店頭取引のみが対象

となっております。次の９ページですが、これは工業品の状況であります。一番下が金であります。

それから青が貴金属、そして小豆色が石油でございますが、これでみますと、貴金属は比較的に横ば

いである一方、石油の方が2000年代の初めぐらいから現在にかけて随分減っていることがわかると思

います。 

次のページは穀物であります。農産物についても全般的に減少して、特に平成16年をピークに減少

しているということです。それからその次の11ページですが、これは東穀取及び関西取において、平

成23年８月８日から２年間の米先物取引の試験上場が開始され、取引の状況については、当初、値が

高値に張りつくなどの状況もみられましたが、その後は値動きに極端な乱高下はみられないというこ



 

 

- 5 -

とであります。さらに12ページからが「我が国の取引所の状況について」であります。13ページが

「我が国の取引所の現状」でありますが、商品先物取引所は、表でいいますと左側、金融商品取引所

は右側に載っております。日本地図でみますと、証券は青色でございますが、そのほかにも地方の証

券取引所というのがございます。左側、商品取引所は関西取、東穀取、東工取、それから全国レベル

の金融取引所は大証、東証、東金取であります。ここに計上しているのは、取引高はデリバティブの

取引高だけでございます。東工取でいいますと3,167、東穀取266、関西取19、それから金融商品取引

所は、そちらに掲げているとおりです。それからデリバティブ取引の売買システムにつきましては、

東工取がＮＡＳＤＡＱ ＯＭＸ、大証がＮＡＳＤＡＱ ＯＭＸ、それから東穀取は東工取のＮＡＳＤ

ＡＱ ＯＭＸのシステムを利用している。そして東証と東金取はＮＹＳＥ Ｌｉｆｆｅを使っている。

それから清算機関、投資家保護のための基金、そして自主規制団体は、ご案内のとおりになっていま

して、担当省庁もこのようになっているということであります。 

ページをめくっていただきますと14ページ、これは「我が国の商品先物市場の取引金額の推移」で

ございます。これは、先ほどは出来高でみていますけれども、今度は金額でみております。これでみ

ますと、1990年代から2000年代の前半までは商品先物市場の取引金額が増加し、その後、累次の規制

強化によって取引金額が減少しております。ただ、 近2009年を底に1.5倍ぐらいに上がっております

けれども、これは出来高が下げ止まったことに加えまして、これは取引金額ベースなので金の価格の

高騰も影響しております。次の15ページが、証券市場、これは簡易にみるために東証１部だけでみて

おります。バブル崩壊後の株式売買代金は、1992年を底に2007年まで増加し、2008年９月のリーマン

ショックの影響もあり、その後落ち込みまして、2011年は、2004年とほぼ同じ水準になっておるとい

うことであります。次はデリバティブでみたところでありますが、16ページです。これは東工取の金

の出来高の推移でございます。2006年をピークに2009年まで少し落ちておりますが、2011年にかけて

また少し戻してきているという状況だと思います。次の17ページが大証（日経225先物）、これはミニ

取引を除きますが、ちなみに前の16ページの東工取もミニ取引は除いておりますけれども、2004年か

ら2008年まで増加いたしまして、その後2011年まで減少しているという状況にあります。 

その次18ページでございます。これは「2010年の世界の取引所の商品先物・金融デリバティブ商品

取引の規模」を概数で示したものであります。左側が商品先物（2010年）でございます。東工取は、

世界でいいますと11番目、東穀取が18番目、そして関西取が37番目となっております。見比べていた

だきますとわかりますとおり１番から10番までで大体10倍ぐらいの差があります。それから10番から

20番で、これまた10倍以上の差がありますので、ある種、等比級数的に差が出ているということだと

思います。金融デリバティブ商品の中で、商品先物を除いた部分も、我が国の占める位置というのは

ほぼ同様でございまして、大証が11位、東金取が15位、そして東証が36位となっております。こちら

も比較的傾向は似ておりまして、１位の韓国取引所と10位のロシアをみますと、大体10倍ぐらいの差

が出ております。それからロシアと20位の大連をみますと、やはり10倍程度の差が出ている。こちら

もかなり等比級数的に差がついているというのがわかると思います。次の19ページからでございます

が、これは「海外の動向について」でございます。 

20ページでありますが、「世界の商品先物取引所」であります。これも、先ほどの再掲で、これは商

品だけでみたようなところでありますけれども、取引所の次に国、小豆色がアジア、それから白い方

が欧米になっております。次に上場商品が書いてあります。その次は取引所が単独なのか、あるいは

金融等に進出しているのか、そしてその次はグループ化されているのかされていないのかというのが

書いてあります。これでみますと、枠囲いにありますとおり世界の主要取引所の多くは商品先物市場

として独立し、ただ、一部商品先物市場をベースに金融先物に進出した取引所も存在している。後の

資料で出てきますけれども、韓国やシンガポールは金融先物取引所が商品先物市場に進出したけれど

も、商品先物市場としては低調であるということです。アジアの取引所という点でみますと、上位５

位は中国もしくはインドで、東工取が６位になっているということであります。次は21ページであり

ますが、取引高を左側が欧米、右側がアジアということで分けております。その数字が、一番下で先

進国、中・印と載っております。これでみますと、世界の主要取引所の取引高は、過去５年で約4.6倍

となっています。これをみるとわかりますとおり、主としてアジア、特に中国、インドの増加、中・

印が大体10.9倍で10倍以上になっている。それから左側の欧米は、これはまちまちですが、伸びてい

るのは主に石油先物（北海ブレント、ＷＴＩ）を扱っているという意味ではＮＹＭＥＸやＩＣＥ Ｆ

ｕｔｕｒｅｓ（Ｅｕｒｏｐｅ）の伸びが大きいということであります。 

その次が22ページでありますが、これは金先物を取り扱う世界の取引所を出来高順で掲げておりま
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す。出来高順でみますと、１番がニューヨーク商業取引所、次がインドマルチ、その次が東工取、以

下ロシア、上海などが並んでおります。ただ、出来高をみるときには、これはほかもそうですが、取

引単位を同じにしないと比較ができませんので、取引単位を同じにいたしますと、そこに書いてあり

ますとおりニューヨーク（ＮＹＭＥＸ）が一番大きく、インドマルチと東工取が大体同じぐらい、２

番目グループとなっているのがわかると思います。その次の23ページが金以外の、原油、ゴム、白金

を上場している取引所であります。大体出来高順になっております。原油につきましては、一番大き

いのは当然のことながらニューヨーク商業取引所とＩＣＥ Ｆｕｔｕｒｅｓ（Ｅｕｒｏｐｅ）、これは

いわゆる北海ブレントであります。その下はインド、ロシア、東工取の日本、それからドバイなどに

なっております。ゴムにつきましては、上海が１番で、２番目が東工取、その下がシンガポールやタ

イなどであります。白金は、東工取が世界で一番大きく、以下ニューヨークやロシアとなっておりま

す。次の24ページが「世界の主な取引所の再編について」、模式図で示したものであります。上段がア

ジアの取引所、下段がアメリカやヨーロッパなどのいわゆる先進国であります。下段の先進国をみま

すと、これは見方にもよりますが、どちらかというとＩＣＥグループやＣＭＥグループなど、商品や

デリバティブが一つの塊になり、ＮＡＳＤＡＱ ＯＭＸやＮＹＳＥ、ユーロネクストなど、証券が一

つの塊になっているというのが傾向ではないかという気もいたします。それからアジアは、韓国、シ

ンガポール、マレーシアなど、どちらかというとデリバティブと証券などが一緒になっている事例が

多いように見受けられます。その次の25ページが、「総合的な取引所について」であります。 

ページをめくっていただきますと、26ページがもろもろの総合的な取引所に関する閣議決定でござ

いますが、これの説明は省略させていただきます。27ページが、「総合的な取引所の実現に向けて

（案）」ということで、１月に３省庁の副大臣が議論いたしましたが、それのポイントであります。先

ほどもご説明いたしましたとおり、これまでの法改正を踏まえつつ、証券・金融と商品を一体として

取り扱う総合的な取引所について規制・監督を一元化するとともに、以下の仕組みを検討する。注と

して米などの特定の商品を除くということで、①～⑤までがポイントとなっておりますが、それぞれ

の説明は省略させていただきます。28ページが、少し模式図的に示した部分でございます。左側が商

品取引所３つ、真ん中が日本取引所グループ、そして右側が金融・証券関係の取引所になっておりま

す。一番左上でみますと、来年（2013年１月）、まず東証と大証が持株会社グループ（日本取引所グル

ープ）設立で合意する。それから１、２年後に、これは報道ベースでございますが、日本取引所グル

ープが、証券現物（新東証）と金融デリバ（新大証）に再編される。ちなみに商品の方は、その途中

で東工取の上場等の動き。それから将来の可能性として、①としては、商品・金融・証券の各取引所

が１つのホールディングの下にぶら下がる。これは、いわゆる平成21年の法改正で対応した内容でご

ざいます。それからもう一つ可能性として、商品先物と金融デリバが１つの取引所において取り扱わ

れる。これが、今法改正での対応課題でございます。やや踏み込んだ模式図になっておりますけれど

も、少しわかりやすくするという意味でお示しさせていただきました。 

またページをめくりますと、「商品先物の市場の活性化」、これは、本来的にも３回目以降の課題だ

と思いますが、30ページには、これまでの取り組みを書いております。東工取でありますけれども、

「夜間取引の開始及び延長」ということで、今の夜間取引の比率、右側にありますとおり現在約34％

が夜間取引になっております。２番目が「ＮＡＳＤＡＱシステムの導入」、海外売買比率でみますと、

昨年末でいいますと28.2％が海外か海外からの売買となっています。３番目が、いわゆる取引単位が

10分の１であるミニ取引、これが今、東工取全体の出来高の大体11％になっています。４番目が、「証

拠金制度の国際標準化」、いわゆるＳＰＡＮ証拠金といわれるものでありまして、これが平成23年の１

月から、個別の証拠金ではなくてリスクの相関係数（ＳＰＡＮ証拠金）というのを導入しているとい

うことであります。 後に31ページが、「韓国における総合取引所の現状」ということで、これは総合

化しただけでは必ずしもうまくいっていないという事例で載せております。すなわち韓国につきまし

ては、取引所統合というのが2005年の１月26日にございましたが、その結果、②にございますとおり、

株価指数の出来高が大変増加しています。一方、商品先物、これは統合前から出来高はわずかであり

ますけれども、統合後もわずかなままになっています。③に、商品取引所の設立構想ということで、

韓国政府では、知識経済部を中心に、金の現物取引所、さらには原油などを加えたところの取引所の

設立を検討されているところと聞いております。 

 長くなりましたが、私からの資料の説明は以上とさせていただきます。 

 

○尾崎分科会 
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 どうもありがとうございました。 

 それでは、これまでのご説明に関しましてご意見等がございましたら、ご自由にお願いしたいと存

じます。なお、議事を円滑に進めるため、ご発言いただく際には、お手元のプレートを縦にしていた

だければと存じます。こちらから順次指名させていただきます。それではお願いいたします。高井委

員どうぞ。 

 

○高井委員 

 住友商事でエネルギー本部を担当しております高井と申します。 

 私が、日本の商品先物取引所を 初に利用させていただいたのは、1982年、今から約30年前のこと

であります。当時、私は非鉄金属を扱う本部におりましたので、金地金の貿易取引のヘッジとして東

工取、当時の東京金先物取引所を使わせてもらいました。あれから約30年、今は石油、ガス、それか

らLNGなどの上流の権益の開発や中、下流での現物のトレードを担当する本部におります。海外から購

入する原油、ＬＮＧなどの価格ヘッジとしては、残念ながら我々は今は東工取ではなくて米国のＮＹ

ＭＥＸでありますとかＩＣＥ（Intercontinental Exchange）、それから中東のＤＭＥ（Dubai 

Mercantile Exchange）、こういう欧米の取引所を主に利用しております。我々が欧米の市場を利用し

て国内の市場を余り使わない理由は、ひとえに「流動性の低さ」というところにあります。先ほど石

崎課長からも説明がありましたように、東工取の出来高というのは、平成15年（2003年）に1,200万枚、

取組高で80万枚のピークをつけて以来、７年連続して減少しております。 近は若干増加に転じてい

るといわれますが、実際にはピーク時の４分の１ぐらいにマーケットのサイズが落ちています。 

 ３月の震災以降、我々、電力向け燃料の貿易量が非常に急増しておりまして、そういう中で大量か

つスピーディに価格変動リスクをヘッジできる市場流動性の高さというのは、今以上に重要になって

きております。今の国内商品先物市場では、そのニーズを満たしていく、当業者のヘッジニーズを満

たしていくには実力不足といわざるを得ないと思います。過去数年間、先ほども説明がありましたよ

うに、新取引システムの導入、ミニ取引の開始、取引時間の夜間への延長、ＳＰＡＮ証拠金の導入な

ど流動性の減少を食い止めるべく 大限の努力をされてきたわけですが、結果としては、世界の取引

所業界における我が国の商品先物市場の地盤沈下というのは止まっておりませんでして、このままで

は数年のうちに市場そのものが消滅する危機に瀕しているといっても過言ではないと思っております。

そのような現状で、今般の総合取引所構想は、日本の商品先物取引所に残された唯一の生き残りのた

めの道であると思います。すなわち商品先物からの顧客玉だけでは流動性の減少を食い止めることが

できなかったものを、株式、債券、為替等の金融先物からの流動性を商品市場に引き込み、デリバテ

ィブ市場全体としての流動性を上げていこうという試みは実行する価値があるものと考えます。商品

市場には10万口座しか顧客口座はありませんが、金融先物にはその何倍もの顧客口座数が存在します。

今回の総合取引所の議論で、商品先物取引所と金融先物取引所が一体化し、金融と商品の顧客口座間

での流動性が行き来することで、商品市場の出来高とか取組高が回復していく契機になるのではない

かと感じております。 

 その際には、取引所同士の一体化のみならず清算機構、保護基金、そして監督官庁の一元化もぜひ

実現していただきたいと考えております。特に監督官庁の一元化につきましては、金融庁様に一本化

すると聞いておりますが、商品取引には産業政策的な側面も必ずありますので、すべて金融的な切り

口で規制・監督をされますと、我々金融業者ではない当業者にとっては利便性の低いものになってし

まうおそれがあるのではないかと思います。そういう事態を回避する意味でも、金融庁に加えて経産

省、それから農水省も合流するような形で日本版ＣＦＴＣのような規制組織を設置することが望まし

いと考えます。市場は規制するだけでは成長しません。ぜひとも規制をしながら育成をするという観

点を忘れずに総合取引所構想を進めていっていただければと感じております。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。ほかにご意見ございますでしょうか。佐藤委員どうぞ。 

 

○佐藤委員 

 カーギルジャパンの佐藤と申します。とうもろこしとか大豆及び米などを中心に農産物を扱ってい

る会社で働いています。今の高井委員のお話には非常に重要なポイントがいっぱいありまして、重複

する部分がありますが、私としては３点ほど申し上げたいと思います。 
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 現状についてですが、我々が従事している農産物取引の流動性の低下は工業品の比ではなく、歯止

めがかかっておりません。特に主力商品であるとうもろこしと大豆の出来高には大変な危機感を感じ

ております。本年１月の月間出来高の昨年同期比は、とうもろこしで75％減、大豆では80％減になっ

ています。これは80％になったのではなく80％減ったということであります。農産物取引を好む市場

関係者とか、もしくは当業者の先物市場に対するアクセス数そのものが、もしくは取引参加者の絶対

数がここで激減しているのではないかと危惧しております。需要と供給のバランスで価格が大きく変

化する農産物のリスクマネジメントの技術とか経験、もしくは知見のようなものが、現在国として低

下している。そういうことを考えますと、今後の世界情勢を踏まえ、国益を非常に損ないかねない問

題と私は考えています。高井委員もおっしゃっていましたが、考え方を規制から育成へ転換して、市

場参加者が増加し、結果として流動性の向上が実現できるような市場機能の維持・向上、また中長期

的な対策を、ここで議論できればと思います。 

 ２点目には、規制の見直しについてですが、前回の産構審において見送りと報告されたと思ってお

りましたが、導入された不招請勧誘の禁止が、今回の取引低迷の大きな要因の一つになっているので

はないかと、私は考えております。当時も見送りの理由であった苦情件数の減少という傾向は、今も

続いており、先ほどのご説明にもありましたが、この辺で一度見直し、検討をしてもよろしいのでは

ないかと思っております。 

 ３つ目は、取引所の体制についてでありますが、農産物市場は、アジア圏での旺盛な需要を背景に、

食糧事情が大きく変化する可能性があります。また農産物の市場性というのは、今後高まることはあ

っても低下することはないと思われます。一方ＴＰＰ、ＥＰＡまたはＦＴＡなどによる農産物取引の

自由化を常に想定しながら、商品先物市場は、それを十分に準備しておく必要があると考えています。

農産物においては、幾つもの新規上場商品の候補があると思っており、既存商品においては、アジア

圏においてプライシング機能を発揮する可能性も十分あると思っております。新規商品候補には、既

存商品との関連性や代替性の強い商品も想定され、農産物市場はできるだけ一つにまとまる必要があ

るのではないかと考えております。品質や物流などで他商品と大きく異なる特殊性も考慮しますと、

受け渡し等に係る運用ルールの取り扱いに対応できる体制を整える、またそこに注視する必要もある

と思います。今から戦略的な対応をお願いしたいと考えております。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。ほかにご意見ございますでしょうか。岡地委員どうぞ。 

 

○岡地委員 

 先物協会の岡地でございます。先ほど商品先物市場の現状のご説明がございましたが、まさに資料

のとおり我が国の商品先物市場は、ここ７、８年で大幅に規模が縮小いたしました。専業の商先業者

もその３分の２が撤退をいたしまして市場の流動性も低下し、一部の市場ではその機能が十分に発揮

できない事態に陥っておりまして、その建て直しは喫緊の課題でございます。そのような中で、今回

の総合取引所の議論が出ておりますけれども、我々も総合取引所の目的ですとか趣旨には賛同するも

のでございますが、重要なことはそれが本当に商品市場の活性化につながるものでなければ意味がな

いということでございます。また、現在の商品市場の特徴といたしまして、これも資料の中にござい

ましたが、金とそれ以外の商品の出来高に大きな格差がございます。一般的に金などは金融商品と比

較的親和性があると考えられておりますけれども、それ以外の商品は、やはり金融商品とは性格がか

なり異なっておる部分もございます。特に石油などは複雑な現物の受渡業務も伴います。したがいま

して、仮に総合取引所に一体化された場合には、金とそれ以外の商品の出来高の格差が、場合によっ

てはより一層広がってしまって、金以外の商品はかえって埋没をして衰退してしまうのではないかと

いう懸念が、実はございます。特に、これも資料にあったとおり、石油関係ですとかゴム、また農産

物といった市場は、当業者の建玉の比率も非常に高く、重要な産業インフラとして現在機能しており

ますけれども、一体化をされても、一部の商品に偏らず商品全般の流動性を確保していくという手当

てが大変重要な課題であると考えております。 

 また、総合取引所に関して、先物協会の会員各社の も大きな関心は財務基準でございます。その

多くが金商法の自己資本規制比率の適用を懸念しており、仮にこの基準が適用された場合には、かな

りの数の商先業者が廃業や撤退を余儀なくされる可能性が高いと思われます。現在の厳しい経営環境

では、財務基準で一定の猶予期間を設けても根本的な問題解決にはならないために、仮に一体化され
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る場合においては、現在の商先法における純資産額規制比率と同等の基準が、商品のみを取り扱う業

者に対しては恒久的な特例措置として認められることは求めたいと思います。 

 同様に分離保管やクリアリングにおいても、ほとんどの会員は現在の委託者保護基金やＪＣＣＨの

制度の存続を求めております。金融デリバティブの制度に一元化をされて、商先業者に現行制度より

も多額の立てかえや資金負担を強いられた場合には、これは財務基準のケースと同じように商先業者

の撤退を加速させて、商品市場のさらなる流動性の低下につながる事態が懸念されます。 

 また 後に、行為規制においても、金融デリバティブと商品先物では大きな格差がございますが、

この整合性を図ることは重要だと考えます。先ほど佐藤委員からご指摘がございましたが、特に不招

請勧誘の禁止は、前回の産構審では「取引所取引は対象外とする」という取りまとめであったにもか

かわらず商先法に盛り込まれてしまったという経緯がございます。金融・証券市場においても商品市

場においても、適切な投機資金の参入は流動性の確保に不可欠であり、市場を活性化させ健全に発展

させるためにも、バランスのとれた規制環境のあり方の検討が必要ではないかと考えております。以

上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは江崎委員どうぞ。 

 

○江崎委員 

 先ほどご説明がありましたように、政府の方で総合取引所構想というものが議論されるということ

で、金融・証券、それから商品を含めた取引をいかに活性化させるかという観点でご議論されるとい

うことについては大変ありがたいと思っておりますが、まず 初に申し上げたいことは、統合すれば

取引が活発になるかというと、必ずしもそうではないと思います。むしろいかにして多様な取引の参

加者を得て、そして市場、仲介業者、取引所にとって利便性を高めて取引の活性化ができるかという

ことがポイントでありまして、統合というのは、そういう意味では目的ではなくて取引を活発にする

ための手段です。まずそういう認識が必要ではないかと思います。それで、取引の利便性を高めると

いうのは、今も申し上げましたが、市場を利用するエンドユーザー（委託者）にとっての利便性、そ

れからそれをつなぐ仲介業者（ブローカー）の方々の利便性、それからもちろん取引所、この三者に

とって、いずれにとってもプラスになる、利便性が高まることが大事であろうと思います。やや技術

的になるかもしれませんが、その具体的な利便性を高めるにはどうしたらいいかということを幾つか

申し上げますと、まず１つは、商品であろうと証券であろうと、そういうものを取り扱うときの口座

の一元化の問題です。今、金融商品の中では、例えば証券会社が総合口座をつくって、お客さんが例

えばＦＸをやるとか、あるいは証券の先物をするとかというときに、振り替えの口座は比較的容易に

できるわけです。一元化しないまでも、そういうふうに商品も含めた総合口座から個別の投資商品ご

との口座をつくるのが容易にできるようにしていただけると非常にありがたいと思います。 

 それから、今まで発言された方の議論にも出ていますが、特にブローカーに対する規制、これも扱

う投資対象によって規制がなるべく一元化され、かつレベルもそろい、しかも簡素化で合理的なもの

というふうに是正していただけると大変ありがたいと思います。それから、清算機関も同様でありま

して、これも投資対象によって清算機関が分かれていまして、かなり手続が煩雑になります。そうい

うことがないようにこれもなるべく一元化が実現できるとありがたいと思いますし、同様なことは、

委託者のためのペイオフの制度も一緒だろうと思います。 

 それからもう一つ申し上げたいのは、今は世界での取引所が統合とか、あるいはいろいろな連携が

進んでいますが、その背景の一つは、システム投資をいかに効率的にするかということがあるのだろ

うと思います。今や取引所というのは装置産業といってもいいほどシステム投資が膨大になっていま

して、これをいかに軽減するかという観点から連携を考える要素が幾つかあると思いますけれども、

これの実現が容易になるように統合の問題を考えていただきたいし、それから申し上げたいのは、完

全な合併とか事業譲渡で一体になる場合だけではなくて、ホールディングスのもとにぶら下がる形態

とかいろいろな連携があると思いますが、いずれについてもシステムの共同化については柔軟に実行

できるように考えていただけるとありがたいと思います。 

 それから、この統合の問題、総合取引所の問題と少し離れるかもしれませんが、税制の問題です。

今、現物株とコモディティ等のデリバティブについての税制が別々になっておりまして、損益通算で

きませんけれども、こういったことが一体にできると非常にいいのではないかとか、それからもう一
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つは、ヘッジ会計あるいはヘッジの税制、これはあることはあるのですが、要件が非常に厳格で使い

にくい制度になっているということを、ヘッジをおやりになっている法人からよく聞くのですが、そ

ういうことがないようにできるだけ柔軟な制度にしていただけるとありがたいと思います。こうした

ことが統合によって実現されるのであれば、統合というのは非常に意味があると思いますし、逆にこ

ういうことが実現されれば、統合そのものはあまりなくても、あるいはいいのかもしれないです。と

いうか、むしろこういうことが実現されなければ統合の意味は非常に乏しくなると思います。それが

非常に大事だろうと思います。 

 それからもう一つは、岡地委員がいっておられたことですが、商品を扱っているブローカーは、端

的にいって経営体力が非常に弱いです。こうした人たちについて、金融商品のブローカーと同じよう

なレベルでやるということになりますと、かなりの部分は市場からの退出を余儀なくされる可能性が

あります。ところが、今、商品というのは、先ほど石崎課長からのご説明にもあったように、かなり

出来高が減っていまして、端的にいうと存亡の危機にある。これは取引所だけではなくてブローカー

の人たちもそうだと思います。そういう実態を十分に踏まえて、市場からの退出を余儀なくされるこ

とがないように、ぜひご配慮を賜りたいと思います。とりあえず以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは唯根委員、多々良委員という順番でお願いしたいと思い

ます。唯根委員どうぞ。 

 

○唯根委員 

 消費者代表というか、消費者のメンバーが少ない中で、業界の方から不招請勧誘禁止についての緩

和というご意見が聞こえました。今日の資料の４ページの苦情相談件数が減ったのにも関わらず、消

費者との契約が激減しても、市場は復活してきつつあるというように読むべきであり、不招請勧誘禁

止については消費者保護の部分では効果が非常に高いですし、健全な市場を構築していただくという

前回の法改正での効果は十分出てきている証明でもあります。だから、今先物取引で苦情が入るもの

については、本当に詐欺的なもの、それこそ本当に違法な事業者ということが、簡単に見分けがつく

ような状況ですから、不招請勧誘の規制があってこそ、健全な市場の実現につながると思います。さ

らに希望するのは、この規制をほかの市場というか商品取引、金融商品にも広げていただきたいとい

うのが、私たち消費者の願いです。それこそ本当に苦情を減らして健全な市場をつくっていただいて、

総合的な取引所で日本の経済市場が元気になっていただくのは、私たち消費者にとっても本当にあり

がたいなと思います。簡単ですが、不招請勧誘禁止については、私たちの願いでこれが設けられたと

理解しておりますので、皆さんにもご理解いただければと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、多々良委員どうぞ。 

 

○多々良委員 

 委託者保護基金の理事長という立場で、本当は取引員の立場ということも後でちょっといいたいと

思いますけれども、当基金の主たる考え方を申し述べます。金商法で規定が予定されている総合取引

所で商品デリバティブ取引を行う場合は、投資者保護基金とは別に第２投資者保護基金を創設されて、

それへの加入を義務づけられたらいいのではないかと思います。なぜなら金商法の金融デリバティブ

取引及び商先法の商品先物取引の双方を行っている業者が経営破綻した場合、当該顧客は双方の取引

を行っていた場合に、現状より不利な扱いを受ける可能性があるということでございます。それから、

これはちょっと変な話ですが、役所から聞いたところでは、商先業の許可を受けている者で、取引投

資者保護基金の会員になっていない者については、投資者保護基金への加入の義務を免除するかわり

に当該商先業者には委託者保護基金が業務を行えるという動きがあるというふうに聞いておりますが、

これは、ちょっと認められないと思います。なぜなら、投資者保護基金の会員と委託者保護基金の会

員とでは、財政基盤に大きな差があることが明らかとなり、委託者保護基金の会員は、経営上、より

厳しい状況に追い込まれることになりかねないということを危惧します。なお、当基金といたしまし

ては、一部の商品取引所が総合取引所に合併等をする場合を除き、当基金の財産はすべて商先業者の

委託者保護のみに使用されるべきだと考えております。証券会社で商先業務を行いたい者は、商先業
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者として委託者保護基金に新たに加入されてやられるべきだと思います。 

 それから岡地委員などがいわれたように、私も取引の経営者として、前回の産構審のメンバーとし

て参加させてもらっております。産構審の答申で取引所取引については、不招請勧誘の禁止が導入さ

れないものと安心しておりましたが、国会の審議で、どこでどう狂ったのか知りませんけれども、要

するに私たちの答申が無視されて導入されたということは、大変ショックを受けております。今ちょ

っと唯根さんがおっしゃいましたように、いろいろ紛議等々がありますけれども、私ども 近非常に

紛議が減っております。そういう意味で、他のところの紛議までをみんな抱え込まされ濡れ衣を着せ

られているのではないかなということを非常に心配しておりますし、不満に思っているところがござ

います。まだどういうことを陳情したいとか、いろいろいうことはありますが、時間の関係もあるで

しょうからこの辺にしますが、後からまたいろいろ申させていただきたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、細井委員どうぞ。 

 

○細井委員 

 ＪＸ日鉱日石エネルギーの細井と申します。今回、石油の当業者の立場でこの会合に出席させてい

ただいていますけれども、今、石油産業と先物市場というのは、関係が非常に大きなものになってお

ります。今回、いろいろご発言もありましたけれども、我々が輸入しております原油というのは、ニ

ューヨークのＮＹＭＥＸ市場、またはロンドンにありますＩＣＥ Ｆｕｔｕｒｅｓのブレント市場等

の海外市況が指標になって決められています。一方で国内の価格でございますが、2008年までは私ど

もは前月の原油価格をベースに当月の国内価格を決定する方式をとっておったわけですけれども、原

油価格の変動が非常に激しいことから、この価格方式では機能しなくなったため、2008年からは国内

の市場価格をもとに決定する方式に変更した経緯がございます。このため市場価格の合理的な指標と

いうものが、我々必要となっているわけです。この実現が求められているわけでございます。これが

石油会社だけでなく多くの市場参加が可能な、現時点では東工取の先物市場に大きな期待をかけてい

るわけでございます。こういう流動性の高い市場の中で決定される価格というものは、非常に合理的

であり公平性をもっているというふうに我々認識しておりまして、こういうものが価格指標となって

いけば、先物市場でのヘッジを通じての産業経営の安定、さらには市場の安定にもつながっていくと

考えております。しかしながら、昨今、今のご説明にもございましたけれども、出来高が非常に低下

している中で、十分な流動性が保てない状況が続いておりまして、ひいては市場価格の指標となるに

はまだまだ不十分な状況ではないかと認識しております。そういった意味でも、今回、市場の活性化

に向けた議論がなされて、その方策が今後議論されるということは、我々としても非常にありがたい

ことだと考えております。 

 また、総合的な取引所という論点でございますが、我々としては市場活性につながっていくために、

このような総合的な取引所ができていくということであるならば問題はないと考えております。 

 また一方、ご発言の中にもありましたが、商品先物というものは非常に商品特性がある。石油の場

合は受け渡しの問題、それから、価格があまりにも乱高下しては国民生活にも影響が出てくる。それ

に対して現在、一応経産省の監視がなされているわけですが、こういう特性を備えているわけです。

こういう特性というものは、やはり今後も維持されていくと思っているわけですので、そういう部分

に関してもご配慮いただきたいと思います。その中で、質並びにコスト面で競争力のある取引所をつ

くっていくことが重要ではないかと思っております。国際市場で原油コストが決まり、国内市場で価

格が決まっていけばいいのですが、一方我々の方では、そういうニーズがある中で、海外市場がどん

どんどんどん競争力をもっていくことになりますと、国内価格が海外市場で決まっていくというよう

な、こういう形にもなりかねないと思っておりますので、やはり市場活性化に向けた方策というもの

を、この場でも十分論議していきたいと考えております。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、川村委員どうぞ。 

 

○川村委員 

 大和総研の川村と申します。大変勉強させていただきながら、ちょっと生意気なことを申し上げる
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ようですけれども、私自身はキャピタルマーケット（資本市場）、ありていにいえば証券市場に絡む調

査、実務を長くやっておりましたが、実はサラリーマンで 初にやったのが食品アナリストというも

ので、当時は株式相場よりも大豆と小麦の相場が気になってしょうがないという若いころを過ごしま

したので、今日のご議論は大変興味深く伺っております。 

 総論的にいえば、やはり異なる商品がラインナップして、それのシナジー効果を得ることでマーケ

ット全体が拡大するんだということを一つの大きな目的にしつつ、またそれが結果として地盤沈下を

しつつある日本の市場というものがグローバルにもプレゼンスを高めるということだと思いますが、

これは、利用者にとっていかに使い勝手がよい市場であるかということとイコールだと思います。そ

のようなよい市場をつくるために何が必要なのかというと、これは多分証券取引でも商品取引でも共

通だと思いますが、とにかく非常に高度なシステムや高度な取引であっても、使うユーザーにとって

は非常にシンプルで透明でわかりやすいことだと思います。そしてそのためのプラットフォームやト

レーディングの共有部分というのができるだけ単純な方がいいということに、多分尽きるのだろうと

思います。そのように考えてみたときに、総合取引所という方向が出てきて、今までの経緯等に照ら

して、先ほど石崎課長からご説明いただいたペーパーなどは、制度的にいい枠組みができるのかなと

いう予感はしております。ただ、予感はしているのですが、問題は、制度のたてつけというものと、

実際の、現実の生々しさみたいなものをどのようにうまく収斂させていくかということが、それを動

かしていくためには一番重要な点ではないかと感じております。どういうことかと申しますと、制度

はつくりました、非常に見栄えもいい美しいきれいな制度だけれども、実はよくよくみてみると動か

ない制度になっている。あるいはパッとみるといいんだけれども、教科書に書いてあるとすばらしい

のだけれども、骨抜きになっているというような運用できない制度であっては、これは意味がないの

だろうということが一つございます。 

 それともう一つは、私、シンプルで単純なものがいいと申し上げていますが、それはいろいろなも

のの一元化だと思います。その一元化というのは、規制・監督の一元化というのがまず来るのでしょ

う。そして、それから先ほども何人かの委員の先生方からご指摘のある、例えばシステムだとか清算

の一元化をどうするのかとか、あるいは保護基金の問題をどうするんだとか、いろいろな一元化とい

われているテーマがございます。私が今感じているのは、このすべてを全部一遍に一元化するという

のは余りにも現実離れしているのではないかと。もしこれがべき論として白地のキャンバスに絵を描

くというのであれば、一遍の一元化というのもいいのかもしれませんが、私は、ものによっては少し

濃淡をつけていかないとなかなか動かないのではないかと感じています。 

 それでは、その中で一番優先的に一元化していただきたいと思うのは、やはり規制の一元化であり

ます。これは、私、別に金融庁だ、経産省だ、農水省だということではなくて、監督・規制の官庁が

一つでないと、実際にそれに参入するプレイヤーとしては大変やりにくいと思います。 

 例えば証券・金融の世界、特に証券の世界では、自主規制機関という大変うるさい存在がございま

して、例えば取引所もそうですし、証券業協会さんもそうですが、その関係業者、証券業者に対して

の検査などに入るときに、ある時期は一遍に監督官庁の監視委員会と取引所と証券業協会と、それか

ら社内検査と４つある。そうすると毎月主要なスタッフが検査対応に追われて実務どころではないと

いうことで音を上げまして、何年か前から、少なくとも自主規制機関等については一遍にまとめてく

れとなっているぐらいに、これは現実のコスト、そして時間というのは大変なものでございます。そ

してまた、いろいろ事が出てきたたびに一々複数の監督官庁と相談をしなければならないという不便

さもあります。もちろん金融取引と現物取引、大きな違いがありますので、そこはきっちり情報交換

をし相談しなければならないことがあるのは、これは当然でありますけれども、一義的な監督という

ものは明確に一元化の方向でご検討いただくのが、私はまず重要ではないかと思っております。 

 あと、そのほか幾つか出てきましたが、例えば清算機構の問題でありますとか、あるいはいろいろ

な業者規制、この辺については、理屈で一元化だというには、ちょっともう少しステップを踏んでも

いいのかなという印象はもっております。 

 もう一つ、その一元化ということでいいますと、私、議論をかき回すつもりはないのですが、不招

請勧誘について一言申し上げたいと思います。「証券にも不招請勧誘を」というのは、私どもも証券業

協会等で「証券の勧誘のあり方」ということを年がら年中検討させていただいていますが、そういう

中で、消費者団体等の代表の先生方は、これは初めから名札に「不招請勧誘導入」という名札をつけ

て入ってこられるわけです。これについて感じますのは、今、証券界で一番大きな不公正取引の問題

は何かといいますと、実は証券界の問題ではないことが問題になっています。何かというと、未公開



 

 

- 13 -

株式の勧誘とか未公開社債の勧誘です。これは、世の中の人ほとんどが証券界の問題だと思っていま

すが、全く関係ありません。どういうことかといいますと、証券業というのは登録を受けて一定の営

業資格がなければできないわけでありまして、今の未公開株の問題というのは、いわば営業資格のな

い人が詐欺をしていることに対して、まじめにやっている営業資格のある人たちに「おまえたち責任

をもて」といわれているような世界なんです。この勧誘の世界というのは、ままそういうことがあっ

て、不招請勧誘の議論というのも、どうも消費者団体の皆さんと、そうでない実務に携わっている人

間との間で全く議論が噛み合わないというところの戸惑いはあります。それに関して一つ、私の私見

でありますが、不招請勧誘は、かけるべき世界とかける必要のない世界というのは、やはりあると思

います。それはどういうことかといいますと、例えば店頭取引で、そもそもの価格形成がどうなって

いるかわけがわからないということに対して、およそそういうものは相手から、顧客の方から教えて

ね、説明してねといわれない限りやらないというのは、私は一つの筋だと思います。しかし、中には

価格形成は、今考えられる中では も公平で透明である、価格形成については、逆にいうとそれ以上

の公明正大な価格形成はあり得ないというような取引をしている者については、これは不招請勧誘で

はなくて、勧誘自体の業者規制でいくというのは、私は整合的、実際的ではないかなと思っています。

したがって、そういう意味でいけば、店頭取引ではなくて取引所取引に不招請勧誘をかけるというの

は、取引所がいかに不透明で不公正かということを自らいっているような、非常に変な形になるので

はないか。そうしますと、私は筋論としては、取引所を通した取引については不招請勧誘というのは

無用ではないかという気はしております。 

 後に一言申し上げたいのは、いずれにしても証券業者の立場からしますと、抽象論としての総合

取引所は大変結構だと思います。しかし、規制はふえた、コストはかかる、そして、例えば証券の従

前の不招請勧誘がかからない取引と不招請勧誘がかかる取引をやって、それは勧誘の分け方や勧誘の

仕方をかえなければいけない。契約締結前交付書面も別になります。口座開設のときの説明も従来以

上にかかりますというふうになって、かつシステム対応も必要で、保護基金に対して新たな出捐も必

要でということになったら、だれがおやりになるんでしょうかという問題になってしまう。そこは、

冒頭に申し上げた制度的には非常によくても、動かすためにはある程度そういう現実の部分をしっか

り考えていかなければいけないのではないか。まだ結論めいたところまでは申し上げられません。ど

ちらかというと印象的なレベルにとどまりますけれども、申し上げさせていただきました。ありがと

うございます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。大田委員どうぞ。 

 

○大田委員 

 弁護士の大田です。私は、日弁連の消費者問題対策委員会で商品先物取引被害に長年取り組んでき

ております。先ほどご紹介があった苦情相談件数ピークの平成16年当時の被害というのはかなり悪質

なものでして、一般の先物も何も知らない人が、突然電話で勧誘されて、何ヵ月かたつと1,000万を超

える巨額のお金をなくしてしまって、将来の老後資金を失ったなど悲惨な被害をたくさんみてきてお

りました。そうした中で、日弁連からも、過去、不招請勧誘の導入については、ずっとお願いをして

きたわけですが、今回、平成21年の法改正の中で不招請勧誘が導入されたということは、長年の悲惨

な商品先物の被害が、やはり不招請勧誘でなければ防げないという考えのもとに規制をされたという

ことで、主務官庁あるいは国会議員の先生方のご努力でそういうことが実現したということは、非常

にありがたく思っております。 

 それから、出来高低下の関係の話ですが、確かに被害がたくさん出たころの出来高と今とを比べる

と下がっているわけですが、逆にいえば、あの当時の顧客層をみますと、それこそ不招請勧誘をされ

ている一般大衆の方々がたくさん入ってきた。その結果として一定の顧客数を維持していたというよ

うな傾向があると思いますので、それが排除されて、その分がなくなるということは、信頼性を高め

る意味では本来あるべき姿でありまして、活性化はもちろん望ましいことではありますが、それは、

そういうひどい被害が出るような仕組みであってはならないわけでありまして、不招請勧誘というの

は、あくまでそういう結果として出てきたものでありますから、これを活性化の名のもとに簡単に規

制緩和するということであれば、また過去に逆戻りをしてしまう。そうしたらそもそも市場の活性化

にもつながらないと思っておりますので、活性化の議論には、特に私たちも反対するものではありま
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せんが、やはり過去の被害の実態なりを踏まえて検討いただきたいと思います。 

 それから、証券取引の中でも、 近ではデリバティブを組み込んだ仕組債であるとか、そういうも

のについて、一般の、そういうリスクを知らない投資家の方々が被害に遭っている事例もたくさん出

ております。ですから、今回一元化の中で議論するのであれば、商品先物の中で活かされた考え方を、

やはり証券の方にも取り込んでいただくような方向でのことも必要ではないかというように思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。荒井委員どうぞ。 

 

○荒井委員 

 何人かの委員の方々から勧誘規制についてのご意見が出ましたので、私も総合取引所を前提にした

将来像を考えての勧誘規制のあり方について、発言をさせていただきたいと思います。商品先物取引

法を含めて一つの法律というのは、何のために法律ができているか、いわば法の理念とか目的という

のがあるわけです。私の理解するところでは、「委託者保護」というのは、商品先物取引の分野におい

てはとりわけ大事な一つの法理念だろうと思いますが、唯一絶対のものではない。商品先物取引法の

目的、理念というものの中には、「市場の公正確保」とか、あるいは「市場の健全な発展」というよう

なことが法の目的に入っていると思います。そういう中で「委託者保護」という観点が大事な問題と

してあるのだろうと思いますが、この商品業界での規制の過去の歴史を振り返ってみますと、今日ご

説明いただいた資料にも歴然と出ておるわけですが、ちょうど平成16年あたりのトラブルのピークが、

平成21年改正のときには、それが10分の１とか何かに激減をしてきていた。一方で、商品業界の取引

高といいますか、これもグラフにするとほぼ同じ経過をたどっております。先ほど何人かの委員から

ご指摘がありましたように、過去の勧誘のあり方、やり方の中に反省すべき点があったことは、これ

は認めなければならないと思いますが、業界なり私ども日商協の多少の頑張りということもみていた

だくとすれば、21年改正の時点では、少なくとも国内の商品取引所取引についてのトラブルは激減と

いっていいぐらいです。それが、ちょうど３年前に、前の産構審の報告書がまとめられておるわけで

すが、ご指摘がありましたように、明らかに商品取引所取引というのは不招請勧誘禁止の対象にはし

ない、店頭が一番心配である、海外もかなり心配だから、これはトラブルが減らないのであれば規制

対象にしようではないかと。しかし、国内の取引所取引についてはかなり減ってきているから、まあ

ふえたらまずいぞということで見守っていけばいいのではないかというのが、恐らく産構審のコンセ

ンサスであったと思ういます。 

 そういうことを振り返ってみると、私が申し上げたいのは、法律の目的のバランスというものを考

えながら規制のあり方を考えていってしかるべきではないか。率直なことを申し上げれば、先ほどの

トラブルの減少と規制の強化ということですが、平行線をたどっている。前回の法改正のときの国内

取引所に対しての不招請勧誘禁止というのは、いわば再勧誘禁止で相当ダメージを受けていた、トラ

ブル防止の効果は上がったけれども、取引の沈滞に一役、二役買った、不招請勧誘に追い打ちという

言葉は不適切かもしれませんが、そういう結果になっている。したがって、ここ10年ぐらいの規制の

あり方と、それが業界にどういう影響を及ぼしたのか、商品先物取引の分野にどういう影響を及ぼし

たかということを、やはり率直に振り返ってみるべきではないか。一言で申し上げれば、バランスが

委託者保護の方に少し傾き過ぎていたのではないか。いわば薬が効き過ぎて体力が衰え切ってしまっ

ている。今日の棒グラフで少し持ち直しているという見方もございましたけれども、私は昨年の金が

少し活況をもたらしたということで、それでは、ここ１年先に回復できるかということは、決して安

心はできない状態です。「規制の強化」あるいは「監督の一元化」というようなことをいいましても、

その対象がなくなってしまうようなことで一元化を語る値打ちがあるのか。我々はコンプライアンス

を説いておりますけれども、コンプライアンスを守ってもらうべき関係者が、いわば撤退するとかい

なくなるというのでは、ほとんど意味がなくなるわけです。私どもとしては、今後ともコンプライア

ンスの徹底ということについては 大限の努力を払ってまいりますし、これからも恐らく関係の方々、

相当努力は払われると思いますが、そういう実態にもやはり目を向けていただいて、そのバランスを

よく考えていただきたい。その方法の一つとして申し上げておきたいのは、やはり「事前一律規制」

というやり方が、ここしばらく続いていたと思います。しかし、今の状況から申し上げれば、やはり

「事後規制」という方向に少し舵を切りかえると申しますか、トラブルを防止するに必要な程度の事

前規制というものは必要でありますが、一旦起こったトラブルを迅速に、スムーズに解決していく仕



 

 

- 15 -

組みを考えていく必要はもちろんあるわけで、そういう意味で言えば、それは裁判を一番先端にして、

各種のＡＤＲ機関もありますし、私どもも努力いたしますし、日弁連の方でも頑張っている。あるい

は各種の消費者保護団体の努力ということもあるわけであって、そういう全体のトラブル対応の仕組

みの中で事後的に対応していけばいい。規制の強化ということばかりでは、恐らく競争力はおろか体

力がなかなかもたないのではないかという懸念を私はもっております。失礼しました。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。三次委員どうぞ。 

 

○三次委員 

 ファイナンシャル・プランナーの三次と申します。今いろいろな委員の方々がご指摘なさったよう

に、商品市場が劇的に縮小している背景というものは、一番には流動性の欠如に原因があるというこ

とでございますが、幾つか思うことがあります。例えば総合的な取引所をつくって商品・証券・デリ

バティブすべてがそこで取引できるというのは、個人投資家からすれば理想的であると考えられると

も思いますが、18ページを拝見しますと、国内にあるすべてのデリバティブ市場を統合したところで、

特に世界的な順位が劇的に上がるような感じは見受けられないということを考えますと、やはりどな

たかご指摘されたように、単純に一つの総合取引所をつくる、その箱をつくるだけで、海外から資金

が入ってくる、もしくは国内の投資家の方がお金を入れてくれるような市場ができるというのは、特

に規模の利益が出てくるような劇的な順位の変更はないと思いますので、それはちょっと楽観的過ぎ

るのではないかなと、個人的に思います。 

 もう一つ、法人、個人ともに新規参入者が少ないというのが流動性の欠如をもたらしていると思い

ます。もちろんそれは不招請勧誘が禁止されたというのも背景にはあると思いますが、商品先物取引

を世間に知らしめるといいますか、人とか機会とか、そういうものが非常に少ないというのは、以前

から今も変わらずあるのではないかと思います。現状、不招請勧誘禁止となっていますので、例えば

個人の投資家の方が、商品市場はよさそうだから、何か商品を自分の資産運用に取り入れようと思っ

たときに、例えばネットで検索をする、もしくは証券会社に口座をもっている投資家の方が多いと思

いますが、ネットとかで拝見しますと、商品ＣＦＤ、商品先物ＣＦＤ、それから商品のＥＴＦ、海外

の商品先物取引というのを証券会社さんが取り扱っていて、クリックを何回かすればそれらのものは

すべて取引できるような形になっている。そういう中で、個人の投資家の方が、あえて国内の取引所

取引を選択するメリットとか動機というのがないのではないかというのは感じております。そこの部

分が、まず個人投資家としてはあるのではないか。そうすると、総合的な取引所をつくったところで、

それが理由で国内の取引所取引、商品の取引所取引がふえるというのは、やはりちょっと楽観的過ぎ

る気がします。実際に商品というのは、皆さんご存じのように非常にイメージが悪くて、不招請勧誘

が禁止されたことによって、そういうイメージが今後変わってくるのかもしれないのですが、個人投

資家の方の中でも、私が実際にお目にかかった方の中には、株の信用取引だけで食べているという方

もいらっしゃいますが、そういう方と話をすると、商品先物は怖いと、私からすると、株の信用取引

で身を立てている方がよっぽど怖いと思いますが、そういう方ですら、「商品の先物取引は怖い」とい

う認識をもっているのが、現状の個人投資家の方々のほとんどではないかと思いますので、やはりそ

ういうイメージを払拭するということと、商品ＣＦＤ、先物ＣＦＤ、ＥＴＦ、海外商品先物取引があ

る中で、あえて国内の商品取引所取引をやるメリットはどこにあるのかということを、個人投資家の

方にどうやって伝えていくかというのは、取引所ももちろんですし、業界全体として考えていく必要

があると思います。 

 今申し上げたのは個人投資家の側面ですが、もう一つの側面として法人の方ですが、商品先物取引

市場の存在意義の一つに、先ほど冒頭にご説明がありましたように価格変動リスクのヘッジ機能、価

格指標としての役割というのがありますが、大手の企業さんは別といたしまして、国内にある中小の

企業さんで、実際にリスクヘッジを本来であれば必要としている業者さんが使わないというのも、や

はり市場が小さくなってしまう原因の一つではないかと思います。これは、私の狭い交流範囲内の話

ですが、中小企業の２代目、３代目とか、そういったオーナーの方に聞きますと、「株、不動産はやっ

てもいいけれども、商品先物取引に手を出したら勘当です」といわれて育った方は結構いらっしゃい

ます。実際に、その企業の方が投資としではなくて事業として、もしかしたらリスクヘッジを必要と

している企業さんであっても、そういうふうな認識をもっている方が多いというのを、どういうふう
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に変えていくかというのも考える必要があります。 

 もう一つ、アメリカでは、例えばリスクヘッジが必要だと思われた場合に、経営者に会計士などが

それを提言、提案するということがあるらしいのですが、日本の場合には、会計士とか税理士の中で

商品先物に関する知識がないというのもあると思いますし、仮に知識があったとしても、先ほど申し

上げたような「先物に手を出したら勘当だ」といわれて育っている方が多い中で、もし税理士、会計

士の方々が中小企業のオーナーに、御社はリスクヘッジとして商品先物を取り入れるべきですという

ような提案をした場合にどうなるかというと、多分契約を解除される、ほかの税理士、会計士に乗り

かえます、先物取引をやれという税理士、会計士は信じられないというふうな反応をする経営者がき

っと多いのではないかと感じますので、やはり流動性を向上させたいということであれば、国内の個

人投資家あとはリスクヘッジを必要としている中小企業のオーナー、それから会計士、税理士の方々

の意識とか、そういうものをどうやって改革していくかというのがないといけないのではないかなと

思います。私からは以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、渡辺委員どうぞ。 

 

○渡辺委員 

 意見というよりは一つの質問と、その背景をお話ししたいと思います。これで、これから審議を進

めていくわけですが、豊永商務流通審議官が戻られたので、ぜひお聞きしたいのですが、諮問を頂戴

したので答申しなければいけません。それから、資料の４に今後の進め方というのがあって、※（ア

スターリスク）がついたところに「５～６月に取りまとめの予定」と書いてあります。私、農産物市

場をやっているから「アスターリスク」ではなくて「米印」ですけれども、この報告を農林水産省と

経済産業省、本当に尊重されるのかどうか、いの一番に聞いておきたいと思います。これは、縷々皆

さんからお話があったように、前回十何回やった答申が、ある意味でいえば一番大事なところが無に

されたわけだから、私は、そこは、これからこの審議を進めていく上での大前提だと思います。それ

はお答えをいただきたいと思います。 

それから、先ほど川村さんから――川村さんも大田さんも新しいメンバーといったら失礼ですが、

川村さんのご意見は、まことにノーマルで一般的だと思います。そういうふうに考えるのが当たり前

であります。不招請勧誘禁止の話について、大田さんが「これ以上規制緩和をすべきではない」とお

っしゃいましたが、私は、規制緩和ではなくて前回の答申のラインに戻る、これが非常に大事なこと

だろうと思います。三次さんからもいい話が出ました。縷々皆さんからいい話が出ていて、結局のと

ころ商品先物市場がきちっと動いていくためには流動性が大前提です。その流動性を損なうような仕

掛けになっているところに問題があるわけですから、それはさんざん議論をして、日弁連の代表の方

も、まあ仕方がない、当面不招請勧誘を国内公設取引所では認めていこうという話になったわけです

ので、そのラインにもう一度立ち戻るということは、決して規制緩和ではありません。十何回の議論

を無にしないラインに戻っていただきたい。真っ当になってほしいと考えます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。まさにそういう答申をしたという記憶がまざまざとよみがえって

くるのですが、池尾先生どうぞ。 

 

○池尾委員 

 他の委員の方が一通り全部発言されて、私だけ発言しないで終わると、委員としての職責を果たし

ていないと叱責されかねないので発言しておきたいと思いますが、今日はいろいろな話が全般的に出

ていますが、一応「総合的な取引所の実現のための制度のあり方」というのが議論の一番の中心だと

いうことになっておりますので、その点に関してですが、「戦略に組織は従う」という言い方があると

思いますが、組織のあり方というのは、何がしたいかというのが 初にあって、どういう戦略、総合

取引所というのは、「新成長戦略」の一環として出てきたわけですが、商品先物市場にもう少し引き寄

せて、活性化戦略なり市場を拡大していくための戦略があって、その戦略を実現するための組織、そ

ういうことのはずだと。これは 初に江崎委員がおっしゃいましたけれども、組織論だけいきなりさ

れても、それは機能論というか、どういう機能を実現し、どういう戦略を実現していくかということ
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があって初めての組織論だと思うわけです。そういうことは当たり前のことだと思うのですが、だか

ら、インプリシットになっている戦略をもう少し表に出して議論する必要があるのではないかという

趣旨です。それで、その戦略としては、金融資本市場の流動性を取り込むことによって商品先物市場

の流動性を回復させるというのが、一番端的な意味での考え方というか、戦略的なものだと思います。

そうすると、その観点から何をすればいいか、あるいは何が必要になっているかということを洗い出

していく作業をすべきで、金融資本市場の流動性を商品先物市場に取り込んでいくためには、一体何

が制度上の障害になっているか、何を直せばいいか、そういう形の点検作業をしていただきたいとい

う事務局に対する要望です。その際に、一元化ということですが、これは川村委員がおっしゃったよ

うに、過去の経緯とかいろいろあるから、すべてを一挙的に一元化することはもちろんできないわけ

ですが、そうすると、そこでは経過措置的に、段階論的に、今回の総合取引所の制度整備において実

現する射程はどこまでなのか、その射程を明らかにするということが課題としてあると思うのですが、

私自身に具体的な考えがあるわけではないので、今申し上げたような形で論点を整理して、要標的に

議論する必要があるのではないか、次回の議論へ向けての要望という形で申し上げました。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。一通り委員の方々からのご発言をいただいたわけですが、何か追

加的にご発言されたい方いらっしゃいますでしょうか。――よろしゅうございましょうか。それでは

オブザーバーの方、何かございますか。 

 

○オブザーバー 岡本関西商品取引所理事長 

 関西商品取引所の岡本と申します。まず、政府で「商品先物の活性化及び健全な発展を目指す」と

いうことを議論いただいていることにつきまして、祖父の代よりこの業を営んでいる者の一人として

ありがたく思っております。 

 この総合取引所というのは、何のためにやるのかということと、だれのためにやるのか、今ほども

たくさんの方、おっしゃいましたし、江崎委員もおっしゃいましたように、やはり何のためにやるの

か、もちろん市場の活性化のためにということでありましょうし、その中でだれのためにということ

が、やはり市場参加者、委託者のために、当然口座の一元管理であったり税制の一元化であったり、

そして業者を通じての市場の活性化、この辺が証券・商品・金融という中で相互乗り入れができるよ

うな制度の中で初めて、その総合取引所の機能が高まると思いますので、ぜひそのような観点で今後

も進めていただければと思います。ありがとうございます。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、先ほど渡辺委員からご質問があったと思いますが、豊

永審議官お願いいたします。 

 

○豊永審議官 

 商務流通審議官の豊永でございます。今日はご参集ありがとうございました。 初にご挨拶をしな

ければいけなかったのですが、開会直前だと思いましたので、個別のご挨拶を失礼してしまいました。

申しわけございません。改めてご挨拶を申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 

 渡辺委員からご質問がございました。答えは明快でありまして、ここでご答申いただければ、当然

尊重させていただきます。私は、前回の経緯は官房におりましたので脇でみているということでござ

いましたけれども、衆議院を通過し、参議院の 終的な委員会の採決の場でそうした附帯決議がつい

て不招請勧誘禁止の取引所取引への導入が決められたと承知しております。そこに至るまで、私の前

任者たちを含めて、ここでお取りまとめいただいたラインで随分説明をして衆議院を通過し、参議院

に行って、立法府のご判断としてそういうことになった経緯だけはお伝えしなければいけないと思っ

ております。 

 今回も、 終的に法改正に至れば、そのことは国会にまたお諮りしなければいけませんので、私ど

も役人としてできることは、ここでいただいた答申を実現するものとして法案の作成作業にかかりた

いと思っておりますし、今日はそういう観点から一緒の船に乗っている金融庁にもおいでいただいて

いるわけであります。 

 不招請勧誘禁止につきまして、私が見解を述べるのは少し早いし僭越だと思います。21年改正です
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から20年に議論がされたのだと思います。当時の情勢と今の情勢を比べて、どこが違うのか、違わな

いのか、また実際は21年改正で決められたことが、発効したのは今年の１月であります。その発効の

前と後で効果が、不招請を含めて規制の効果がどのように出たのか等々、例えば国内取引の苦情につ

いてどの程度の影響があったのか、トータルで減ったのは海先が多いのか、どこが多いのか等々、一

度お示しする必要もあろうかと思っております。そうした上で、ここの議論はすべてがテーブルの上

に乗っていると承知しておりますので、皆様にご議論いただければ幸いかと考えます。 

 いずれにしましても、私どもとしては、ここでご議論いただいたことを全力で実現するために努力

する所存でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○渡辺委員 

 決意を表明していただき、ありがとうございました。ぜひその線で進めていただきませんと、これ

からの議論が実り多いものにならないと思っています。ただ、丁寧に説明をしてまわったはずだとい

うのは、「はず」とか「べき」というのは、世の中にはよくありますが、丁寧に説明し、納得していた

だいたという事実とは違いますので、そこは見解は分かれるかもしれませんが、私はここで念押しを

しておきます。世の中は「べき」と「はず」とでみんな先送りになっているわけですから、納得した

のかしないのか、効果があったのかないのかという事実の方が大事でありますから、これは私の意見

ですので、その点は聞き流しておいていただいても結構ですが、私はそう思っています。 

 

○尾崎分科会長 

 さまざまなご意見があろうかと思います。今日の資料３に挙がっておりますように、「商品取引所の

今後のあり方」について、先ほど「新成長戦略」、さらに「日本再生の基本戦略」ということで、政務

官からもご発言がありましたように、総合的な取引所ということを想定した場合に、どういうところ

が問題になるのか、こういう点で「一元化」という言葉が幾つか出てまいりましたが、その際、いろ

いろな克服すべき相違点というのは出てきているのだろうと思います。そこはどういう点があるのか

というのを洗い出して、それをどのように克服していくのか、あるいはそれが克服できないものであ

るのかどうかということも明らかになっていく必要があるのだろうと思います。したがいまして、こ

のところにも挙がっておりますように、そういうことを想定した場合に、どういう枠組みをやるべき

なのか、統合ありきという議論が先行してしまいますと、これは少しおかしな話になるわけです。し

かし、それがあったとしたときに一体どういうことになるのかということのシミュレーションをする

ことは当然必要ですし、こういう形で法制度が出来上がってくるとするならば現実問題になるわけで、

こういう障害が現実問題として克服すべき対象となるわけでございますので、そういった点は、やは

り集中的に議論せざるを得ないと思います。しかし、皆さん方のご意見を伺っていますと、やはり現

在の日本の商品市場の「危機的状況」、「存亡の危機」、この言葉は前の審議会、分科会でも何回も使っ

た言葉であるという記憶がよみがえってまいります。あのときも、バランスを考えまして市場の活性

化とともに委託者をどうするかという形で、両方のバランスを考えていった記憶がございます。そう

いった点で市場を活性化するというのは、あのときからずっと議論をしていて、どのようにして活性

化するのか、そして統合というパターンについては、持株会社方式というふうなやり方だとかＥＴＦ

の使い方だとか様々なことについて、事実上可能性を広げてきたという歴史があったと思います。し

かし、それでもなおまだ幾つか活性化ができないということになってくると、一体どうすればいいの

かということで、やはり活性化の議論がさまざま出ていたと思います。これも制度上、障害が幾つか

あるということが出てきていると思いますし、なお、制度上の障害ではなくてこういう活性化策をす

べきであるというご意見もいろいろと出てきたと思います。今出てきたご意見の中には、前回の分科

会、またその前のこの審議会において出てきたような議論がなお出てきているのかなというふうに個

人的には感じておりまして、なお、その議論が繰り返されているということは、それが実現していな

いんだと、またその方向性が共有されていないのだということを改めて実感したわけでございます。 

 まだまだご意見は尽きないと思いますが、本日は、時間がそろそろ参りますので、議事はこれぐら

いにしたいと存じます。今後の進め方といたしましては、先ほど申しましたように、まず「総合的な

取引所の実現」を想定して、そのときの具体的な制度のあり方ということですが、その点について集

中的なご議論をいただいて、そしてその後に「商品市場の活性化策、健全な発展のための方策」につ

いて、またこれも集中的に、精力的にご議論をいただきたいと思います。今、池尾委員からも整理が

ありましたように、そういう整理の形で進めさせていただきたいと存じます。 



 

 

- 19 -

 なお、次回の日程につきましては、事務局より調整していただいておりますが、２月23日木曜日、

10時～12時を予定しております。正式には、事務局から改めて連絡するようになっておりますので、

よろしくお願いしたいと存じます。 

 

○江崎委員 

 質問がありますが。 初の２回で総合取引所構想の話を議論するというスケジュールですが、一方

で法案の準備が進むのだろうと思います。そうすると５月とか６月に答申をまとめたのでは間に合わ

なくなるのではないかという気がするのですが、そこはどのようになるのでしょうか。 

 

○豊永審議官 

 至極ごもっともなご質問、ご指摘だと思います。法案は、予算の関連する法案と関連しない法案が

ございまして、今回検討、準備している法案については、予算に関連しない法案に位置づけられます。

この法案は、これまでの慣例により国会には３月の上旬、遅くても中旬までに提出することになって

おります。そういう意味では正味１ヵ月ぐらいの期間しかございません。実際は、私どもはいろいろ

なパターンを想定した文書化する法案づくりを今始めておりますけれども、答申とは別にそうした作

業に間に合うように、ここでのご意見を賜れれば非常に幸いだと思っております。そういう意味では、

後に答申としていただく時期は、恐らく活性化策も含めた形で５月ごろに頂戴したいと思っており

ますけれども、実質的な内容につきましては、今回、また次回の会合における議論を反映したものに、

その法案に反映させたいと思っておりますので、ご理解いただければ幸いでございます。 

 

○尾崎分科会長 

 そういった意味では、できるだけ集中的にこの分科会を開催するということは承っておりまして、

今申し上げたように 終的な答申というのは、どうしても時間がかかるかもしれませんが、この議論

は、できるだけ反映していただくということのようでございますので、一応集中的な審議という形で

総合的な取引所の話に集中いたしますけれども、その議論の中身におきましては、当然何のために総

合的取引所をするのかというときに、やはり活性化のためであるとか、こういう議論が出てきたわけ

でございまして、それは別に統合しなくてもできるのではないかというような議論も出てくる可能性

もあると思います。したがいまして、次回はそういう形でテーマといたしますが、議論を進めていき

たいと、こういうことでよろしゅうございましょうか。できるだけ早くに取りまとめられるように、

こちらとしても作業を続けたいと思っております。以上で、こちらの用意したものは本日は終わりで

ございます。 

 本日は、ご多忙のところを長時間にわたり熱心にご議論をいただきまことにありがとうございまし

た。以上をもちまして産業構造審議会の商品先物取引分科会第１回の会合を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 

 

 

                                                               ――了―― 

 


