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産業構造審議会第２回商品先物取引分科会 議事録 

 

日時：平成２４年２月２３日（木）１０：００～１２：００ 

場所：経済産業省別館１０階各省庁共用１０２８会議室 

議題：総合的な取引所の実現のための制度のあり方について 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 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２回商品先物取引分科会を開催させ

ていただきます。委員の皆様方には、ご多忙のところ、そして足元の悪い中、ご参集いただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 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。「配布資

料」とありまして、資料１から資料５までの資料がございます。それから、メインテーブルのみでござい

ますけれども、前回お配りした資料の中から「商品先物市場を取り巻く状況及び諸課題について」という

資料集を机の上に置かせていただいております。不備等がございましたら事務局までお申しつけください。

それでは、以後の議事進行は尾崎分科会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○尾崎分科会長 

 皆様、おはようございます。 初に本日の委員の出欠状況ですが、お１人が少しおくれていらっしゃる

とのことでございますが、15名中15名のご出席でございます。したがいまして、産業構造審議会令第９条

の規定により、本分科会は成立しております。また、オブザーバーにつきまして、前回の方々に加えて本

日より主婦連合会からもご参加いただいております。よろしくお願いいたします。 

 それでは早速議事に入ります。お手元の議事次第をご覧いただければと存じますが、本日の議題は「総

合的な取引所の実現のための制度のあり方について」ということで、この部分についての集中的な審議を

お願いしたいと存じます。そこで、まず事務局の方から資料２及び資料３をご説明いただき、その後、ご

議論いただきたいと思います。では、石崎課長、お願いいたします。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 それでは資料２と資料３のご説明をしたいと思います。なお、資料４としてＡ4縦長の紙をお配りしてお

りますけれども、これは資料３の「主な論点についての考え方の整理（案）」についてのご議論を受けての

取りまとめ的なものに位置づけられるものでありますが、審議の効率化の観点から、とりあえず仮置きの

ものとして作成をいたしております。 

 それでは、資料２、「前回の議論の整理」をご説明したいと思います。１ページめくっていただきますと、

目次で１、２、３とございます。さらにページをめくっていただきますと、「１．商品取引についての現状

認識」とございます。枠囲みはいただいた意見のまとめ的なものでございまして、下に列記しております

のが具体的にいただいたそれぞれのご意見でございます。①ですが、現状においては、我が国の商品先物

市場の流動性が低いため、リスクヘッジや価格指標など商品先物取引の経済的な機能が十分に発揮できな

い状況にある。仮に、このままの状況が続いた場合には、市場そのものが消滅し、国内商品価格が海外市

場で決まるということにもなりかねない。そういったご意見があったかと存じます。 

 ２ページですが、ここが総合的な取引所と市場の活性化のところでございます。②に書いてありますよ

うに、総合的な取引所は、市場の活性化につながっていかなければならない。そして③、商品市場活性化

のためには、市場振興のための政策が必要である。先物取引が国際化し、投資対象が多様化していく中で、

投資家が我が国の商品先物取引を選択するメリットをどのように出していくかについて、真剣に検討する

必要がある。 

 その次が３ページの④になりますが、不招請勧誘の禁止についてでございます。これは多様なお考えが

あったと思います。１つは、不招請勧誘の禁止を緩和することになれば過去に逆戻りしてしまうので、不

招請勧誘の禁止は継続すべきであるという考え方と、もう一つの考え方として、苦情件数の減少が続いて

おり、不招請勧誘の禁止の見直しを検討してもよいとの考え方、この２つがあったと承知しております。 

 さらにページをめくっていただきまして、４ページですが、ここからは「総合的な取引所の必要性、期

待される効果」であります。まず、総合的な取引所ができること、それ自体を目的とするのではなく、市

場の活性化のための手段として考える必要があるのではないか。それから、５ページ、これはどちらかと
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言うと総合取引所のメリットの方でのご意見でございまして、商品取引所と金融商品取引所が一体化する

ことにより、取引所のシステム投資コストの削減や、金融デリバティブの顧客が商品市場に入ってくるこ

とが期待される。次に、６ページ、③ですが、これはどちらかと言うと、懸念、ご心配をされる方のご意

見でございます。商品取引所が金融商品取引所に一体化された場合に、金以外の現物の受渡しを伴う商品

が衰退してしまうのではないかなどの懸念もあり、商品市場全般の活性化策を考える必要があるというこ

とであります。 

 次の７ページからは「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」であ

ります。まず、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は、規制・監督を一元化

すべきではないか。また、一方で、石油の場合は受渡し等の商品特性があること、国民生活に影響が出る

ような商品価格の急激な乱高下等の場合の緊急時対応、そして取引所への商品の上場審査など、商品市場

の産業政策的な観点を踏まえて、物資所管省庁の役割を維持することが必要ではないかといったご意見が

ありました。 

 ８ページですが、これはどちらかと言うと事業者の部分でございます。③は、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おいて、ここでは取引所の方の規制・監督が一元化になるわけで、とす

れば取引を行う事業者の規制・監督についても、利便性等の観点から一元化が望ましい。④として、他方、

これまでおられた既存の商先業者が達成し得ないような財務基準を設定した場合には、多くの商先業者が

市場から撤退を余儀なくされて、商品市場が消滅してしまうという心配がある。それから、商品取引は、

金融業者でない商社とか石油事業者といった当業者のリスクヘッジの場であるので、統合した後も当業者

等の参加を確保するような利便性を維持することが必要である。９ページは個別の商品先物関係の制度の

ところでありますが、清算機関（クリアリングハウス）、そしてペイオフを行う機関であります保護基金に

つきましては、将来的には投資家の利便性のためには一元化が望ましい一方、当面、金融商品と商品先物

における実態面の相違を考慮して対応せざるを得ないのではないかと、そういったご意見がありました。

個別のご意見の紹介は省略させていただきますが、大体こういったご意見があったと承知をいたしており

ます。 

 次に、資料３ですが、これは「主な論点についての考え方の整理（案）」としてございます。前回いただ

いたご意見を踏まえまして、私どもとして、こういった仕組みにしたらどうかというものでございます。 

目次を見ていただきますと、ｐ.1からｐ.５が具体的な仕組み、そして（参考１）、（参考２）、（参考３）は、

前回お配りした資料にも若干載っていますが、総合的な取引所の将来の可能性とか市場の意義であります。 

前回の議論も振り返る意味で、６ページの（参考１）を少々見ていただきたいのですが、将来の可能性で

ございます。（１）は持株会社を活用する方式でございます。取引所持株会社の下に、商品先物、金融デリ

バティブ、証券現物がぶら下がるという仕組みでございますが、これは平成21年の改正で措置をしており

ます。今回の制度改正は証券・金融と商品を一体として取り扱う方式で、商品取引所が金融商品取引所と

合併・事業譲渡により統合した場合等のことでありますけれども、取引所持株会社の下に金融デリバティ

ブと商品先物が一体化したときの制度的な対応であります。 

 それから、７ページの（参考２）が商品先物市場の特性であります。前回ご説明したとおり、先物市場

においては当業者の方々の比率が多い。それから、先物市場が実際の商品の販売・流通において手段とし

て使われている。それから、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ことの我が国産業に

とっての重要性。それから、８ページの（参考３）は商品先物市場と金融・証券市場を比較したものでご

ざいます。商品先物市場の場合は、当業者のリスクヘッジの場としての機能、そういったことでの当業者

の要件、それから現物市場への影響を回避するための諸制度、それから不招請勧誘の禁止は取引所取引と

店頭取引が対象になっているということでございます。 

 ページを戻っていただきまして、１ページ、「取引所が統合する場合の新しい仕組みのあり方について」

ですが、先ほどの参考で見ていただいたように証券と金融と商品を一体として扱う総合的な取引所につい

て、今の制度では、商品先物については物資所管大臣、金融デリバティブについては金融担当大臣となっ

ておりますところを、制度改正の方向といたしましては、金融デリバティブと商品先物を一緒に扱う場合

は金融担当大臣が一元的に監督して、物資所管大臣への協議、それから物資所管大臣からの措置要求、そ

ういった仕組みを考えるべきではないかと思っております。具体的には、枠囲みにありますように、先ほ

ど述べました石油の場合の受渡し、それから商品価格の乱高下等の場合の緊急時対応、そして商品の上場

審査、そういったところでの物資所管省庁の役割を維持していくことを考えるべきではないかということ

であります。 
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 さらにページをめくっていただきまして、「事業者規制のあり方について」でありますが、これは前回も

幾つかご議論があったと承知しております。総合的な取引所で取引を行う事業者についてでありますけれ

ども、商品取引所はもともとは当業者の仲間市場として成立してきた経緯がありまして、当業者というの

がメインのプレーヤーとしてございます。この当業者についての一体となった取引所での扱いでございま

すが、これは現在と同様に、取引所の参加者としての位置づけであって、取引業者としての政府への登録

等は不要という仕組みにすべきではないか。それから商品先物取引業者でございますが、これは金商法に

位置づけるとなれば金融商品取引業者としての登録ということになります。一方、上記の取引所で商品デ

リバティブのみを扱う場合は、財務基準についての特例を設けるべきではないか。具体的な内容としては、

商先法と同様のレベルを考えるべきではないかということでございます。 

 次のページは清算機関のあり方でございます。これにつきましては、メインテーブルの席上のみ配布し

ていますが、横長の「商品先物市場を取り巻く状況及び諸課題について」という第１回分科会資料の13ペ

ージに「我が国の取引所の現状」というペーパーがございます。ここの左側に商品として関西取、東穀取、

東工取、右側に大証、東証、東金取と並んでおります。これの下段の部分を見ていただきますと、清算機

関は、商品の方はＪＣＣＨが、そして金融の方は、大証であれば現物が日本証券クリアリング機構（ＪＳ

ＣＣ）、デリバティブはインハウス、そして東証は全体がＪＳＣＣ、東金取がインハウスになっている。そ

れから投資家保護のための基金としては、商品の方は委託者保護基金、金融の方は日本投資者保護基金、

それから自主規制機関団体は、商品先物取引協会がありまして、金融の方については主として有価証券に

ついては日本証券業協会、金融先物については金融先物取引協会、ファンド等については第２種金融商品

取引業協会があるというのが現状でございます。 

 そこで 初の資料に戻っていただきまして、清算機関のあり方につきましては、商品のところは今も見

たとおり日本商品清算機構（ＪＣＣＨ）がやっております。証券・金融の方は金商法上の清算機関、一部

インハウスでやっておられるということであります。これも基本的には一体化することが望ましいと考え

ております。しかし、前回ご議論いただきましたとおり、清算参加者の構成が両方の機関で異なることや、

清算の方式が立替払いの制度とか幾つかの点で異なる。こういったことを考えますと、円滑な移行のため

にも、直ちにこちらも一元化していくのは困難な面があるのではないかと考えております。そういった意

味で、当面は、証券・金融と商品を一体として取り扱う総合的な取引所での商品取引については、現行の

商品先物の清算機関が清算業務を行うこととし、そのための制度的な枠組み、対応をしてはどうかと考え

ております。 

 ページをさらにめくっていただきまして、保護基金であります。保護基金はペイオフを行うための機関

でありますが、これも商品の方は日本商品委託者保護基金、証券・金融は金商法上の投資者保護基金がや

っています。これも基本的には金商法上の投資者保護基金として措置することが望ましい。ただ、これも

前回のご議論でありましたが、今の商品先物取引業者が新しい取引所で取引する場合に、委託者保護基金

に加入していることに加えて、新たに投資者保護基金に加入するとなれば、二重に負担が発生する。これ

は実態面でありますけれども、信託の方式等も現段階においては差がありますので、そういった点を考慮

しますと、枠囲みにありますとおり、当分の間の措置として、今の委託者保護基金に加入している商品先

物取引業者については、投資者保護基金への加入を免除するなどの特例を設けることが適切ではないかと

考えております。 

 ５ページは自主規制機関のあり方です。現在、商先業者は日本商品先物取引協会に加入いたしておりま

す。証券の方は既存の金商法上の自主規制機関がございます。これにつきましては新しい取引所の形態が

今後どうなるかに依存してくるところがありますので、やり方としては、今ある金商法上の自主規制機関

に加入するという方式と、もう一つは商品についての商品デリバティブ――金商法上の商品デリバティブ

となりますけれども、これに新たに自主規制機関を設立する、この２つの手法があると思います。いずれ

にいたしましても、左側は商先法上の自主規制機関になりますけれども、今度は金商法上の自主規制機関

となりますので、それに則った対応を適切に行っていくことが必要になってくると考えております。 

 以上、とりあえず資料２と資料３のご説明をさせていただきました。なお、商品市場の活性化とか健全

な発展のための方策、前回ご議論いただいた不招請勧誘などの部分を含めまして、これらについては次回

以降また検討させていただくことにしておりまして、今回は規制・監督の一元化など、総合的な取引所の

仕組みのあり方についての議論をしていただければ幸いであると存じております。 

 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明を踏まえて、主として資料３の「主な論点

についての考え方」についてご議論いただきたいと思います。その中で示されているものは１から５まで

あろうかと思いますが、議論の進め方といたしまして、「取引所が統合する場合の新しい仕組みのあり方に

ついて」と「事業者規制のあり方について」、この１ページと２ページについてまずご議論いただきまして、

そして清算機関、保護基金のあり方、自主規制機関のあり方、こういう機関とか基金のあり方については

後でまとめてご議論いただくことにさせていただきたいと思います。したがいまして、 初に統合する場

合の新しい仕組み、また事業者規制のあり方、こういったところをご議論いただければと存じます。なお、

議事を円滑に進めるため、ご発言を希望される委員の方は、お手元のネームプレートを縦にしていただき

まして、その旨をお示しいただければと存じます。こちらから指名させていただきます。オブザーバーの

方も発言を希望されるときは、同様にネームプレートを縦にしていただければと思います。よろしゅうご

ざいましょうか。 

 それでは、資料３の前半部分について、ご意見のある方からご発言をお願いしたいと存じます。佐藤委

員、よろしくお願いします。 

 

○佐藤委員 

 カーギルジャパンの佐藤です。 初に取引所のあり方ですが、総合化ということに関して、目的と考え

方についてお話ししたいと思います。目的は、手続の簡素化とか資金の効率化などによって、端的に言え

ば流動性が向上することが 大の目的ではないかと思っています。要は出来高の向上が見込めるかどうか。

流動性が高まれば先物取引の健全な機能が発揮されますし、その機能自体がさらなる価格等のリスクマネ

ジメント・ニーズを吸収できると考えています。それによって持続可能な先物市場の好循環を期待したい

と存じております。今後議論されるべき市場活性化という目的と切っても切り離せないものですので、そ

こで注意しなければいけないことという意味では、器の形状や数を先に決めるのではなく、中に納める商

品の実情や特性に十分対応可能な、柔軟な制度をまずつくるべきかと思います。金融、農水、経産の３省

の総合化検討チームが昨年の震災前後までありましたけれども、そのときとは事情がかなり大きく変わっ

ているのではないかというふうに私は思っております。 初に器を一つにする、統合ありきではなく、取

引参加者の利便性向上の観点を 優先して制度を考え、その後、必要に応じて形が幾らでも変えられるよ

うな、そういう法制度を準備するべきだと思っています。 

 ２つ目は規制についてですが、流動性の向上を目指すということは市場参加者の増加が必要になります。

参加する数がふえなければ、当然活性化は期待できません。当業者やファンドだけでなく、一般投資家も

含めた、すそ野の広い人々の層が公平かつ容易にすべての商品にアクセスできる状態を目指すべきである

と思います。したがって、仲介業者の行為規制とか勧誘規制もある程度は統一されていくべきではないか

と思っています。そういうことができないようであれば、総合化をする意味自体がないと思います。 

 また、仲介業者の参入規制についても、完全に同じにすることはできないかもしれませんが、大きな違

いが残らないように配慮すべきではないでしょうか。その際のポイントとしては、業界によって異なるさ

まざまな規制が、より厳しい方とかハードルの高い方に合わせることにはならないようにしたいと思いま

す。そうでなければ、今まで参加していた方や今後参加が期待できる市場参加者候補までも排除する結果

につながりかねないと思うからです。制度の総合化を検討するということは、それに関わる規制が流動性

の足かせにならないように、十分な検討が必要だと私は思っています。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。それでは、江崎委員。 

 

○江崎委員 

 資料３の２ページ、事業者規制の問題です。まず上の段、当業者等の自己取引を行う者に対しては、登

録等は不要にして自由な取引を確保ということを念頭に置いていると思うのですが、この前は申し上げな

かったのですけれども、この点は少し懸念がございます。というのは、確かに登録等あるいは届出等が不

要になれば、そういう意味ではかなり自由にはなります。しかし、もちろん金融庁の監督下にあるわけで

すし、証券取引等監視委員会の監視下にあるわけです。そうしますと、運用のやり方いかんによっては非

常に厳しいことになって、例えば商社等がヘッジをするために取引をする場合、場合によっては例えばイ
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ンサイダー取引に当たるようなケースがあり得るだろうと思うのです。その点について、現在の商先法は、

全く野放図に何でもやっていいということではないと思いますが、インサイダー取引とかそういうことが

明確に書いてありません。金商法でははっきりインサイダー取引の問題等が書いてありますし、証券取引

等監視委員会ももちろんそういうことをチェックされると思います。そうすると、そういうものに対応す

るためのコンプラということになると、相当負担がかかると思うのです。その負担をしてまで取引をする

かどうか。あるいは、それが面倒くさければ、もうやめてしまおうとか、そういう判断にならないだろう

かという点が非常に気になるところです。 

 これは現在取引をやっていらっしゃる当業者の商社とか石油の元売りとか、あるいはプロップも入るの

でしょうか、そういうところの意見をよく聞いてみないとわかりませんし、実際にどういう運用をされる

のかということを見ないとなかなか判断のつかない点ですが、現在そういう当業者の人たちがかなりの程

度の出来高の割合を占めていますので、その人たちに大きな影響を与えるようなことになると、これは商

品先物取引にとって非常に大きなダメージになるという感じがいたします。 

 もう一つ、２段目に書いてある商品先物取引業者が容易に金融商品取引業者に移行できるようにという

ご配慮、これはぜひやっていただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、全体として金商法の立てつけに従うというのが 初の原則だったと思うのですけ

れども、その系として店頭デリバティブとか外国市場取引といったものは今度の法律改正の対象外にされ

るわけです。ところが、実際に商社等は店頭と先物市場を両方活用してヘッジをするというケースがよく

あるわけです。外国の市場ともヘッジをするというケースがよくあります。これが別々の法体系になって

いると非常に使いにくいことになりかねない。現在の商先法は、前回の改正でこれが一本になったわけで

す。これが今回また総合取引所で取引をされる場合には切り離されるということになると、時代の流れに

逆行するようなことになりかねないという感じがしていまして、そこのところをどうお考えいただくかと

いう問題があるのではないかと思います。場合によっては非常に使いにくくなってしまう。両市場でのヘ

ッジをしたりする場合、使いにくくなってしまうことが考えられるので、そこら辺もぜひご配慮いただき

たいなという感じがいたします。とりあえず以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、岡地委員、お願いします。 

 

○岡地委員 

 まず「事業者規制のあり方について」でございます。統合された取引所で商品市場の活性化を図るには、

より多くの取引業者の参加を促す措置がまず重要であると考えます。したがって、今回の案の中では現行

の商先業者が円滑に統合取引所に参入できるように、必要な特例を設けるということが盛り込まれており

ますので、これに関しては大変歓迎するところでございます。商品取引に対する投資家の関心の度合いは

株式とか為替とは多少異なっておりますので、単に制度面とかシステム等の統合だけでどんどん商品市場

に資金が流入するかというと、多分そんなに簡単ではないと思われます。一体化後も、現実的には商品市

場のことを熟知して長年取引をしてきた既存の市場参加者がベースとなり流動性を提供するということは

変わらないと思われますので、規制面においては、商品市場の参加のハードルを低くして、既存の業者が

十分対応可能な規制内容にするとともに、金商業者が新たな手続とかコストをかけることなく商品市場に

参入できるように、規制とか制度を整理することが活性化のために重要ではないかと思っております。 

 それから、ここの中には触れられていないのですけれども、先ほど佐藤委員も多少言われました行為規

制、同じ取引所、デリバティブでありながらも、上場品目によってそれが異なっているということに関し

ては、業者にとっても投資家に対しても矛盾を生じさせるというふうに思われます。繰り返し何度も言う

のも何だと思いますけれども、不招請勧誘禁止等が維持されることになりますと、これは当然新たな業者

の新規参入は見合わせる要因になると思われますので、統合取引所になって果たしてそれで商品市場が活

性化をするのかというと、多少疑問に思います。したがって、同じ取引所、デリバティブを扱う以上、こ

の部分の整合性は重要な点ではないかと思います。一体化する、しないにかかわらず、先物協会といたし

ましても、こうした現行の規制に関してはまた要望等も含めてさせていただきたいと考えておりますので、

ご検討のほど、よろしくお願いできたらと思うところでございます。とりあえず以上です。 

 

○尾崎分科会長 
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 どうもありがとうございました。ほかにご意見はございますでしょうか。では、細井委員、どうぞ。 

 

○細井委員 

 当業者としての意見を述べさせていただきたいと思います。前回も述べさせていただきましたけれども、

私ども石油会社が石油の先物取引に参加している背景は、ここに書かれておりますように、価格のヘッジ

の観点、並びに透明な価格指標、この２点が一番大きな内容でございます。ひいては、私どもが石油を国

内で供給している、この安定供給に資するために、価格の透明性や価格の安定性、もしくは我々経営の安

定性ということに資するという理解のもとで取引に参加しているし、流動性の確保並びに流動性をどんど

ん向上していくための策を我々も一緒になって検討しているわけでございます。 

 そういう側面で統合のことを考えたときに、一つは仕組みのあり方についてですけれども、一体化して

所轄官庁が金融担当の金融庁になるということは、どういう基準でこの商品を上場しているのかという意

義について、ちゃんと理解されるような仕組みをつくっていく必要があるのではなかろうか。例えば、上

場して商品の取引の額が小さくなってきた場合、それは新会社にとって経営の圧迫になりかねないという

ことですけれども、では民間会社であるとするならば、経営が圧迫される、もしくは、石油の場合は受渡

し等非常に手間暇がかかるわけですから、こういうものに関してはコストがかかるからやめようというこ

とになってしまっては、我々が求めている石油の安定的な供給というものに対してマイナス方向に向かっ

ていくことも懸念されるところでございます。そういう中で、今の物資所管であります経済産業省がこの

役割を維持することが必要ではないかというふうに書かれているわけですが、私どもにとってもそれは必

要であると考えておりますし、それが社会に貢献していける道ではなかろうかと考えております。 

 もう一点、事業者規制の中で、当業者等の自己取引を行う者は今までどおりの制度で行っていくべしと

いうふうに記載されているわけでございます。先ほど江崎委員からもございましたが、価格が大きく動く

中で、インサイダーに対する懸念というのは私もぼんやりとした不安感がございまして、これがインサイ

ダーというふうに認定されかねないのではなかろうか。この事業者規制のあり方のところで言うならば、

委託業者を通じて取引するというようなやり方もあるでしょうけれども、私どもは自分たちの取引が非常

に意義あるものだということで自ら取引所の会員となって取引を行っているわけで、今までと同じような

目的で今までと同じような取引をする中で所轄の官庁が変わることによって、それがネガティブなものと

とらえられかねないという懸念がありますので、そこについては何らかの配慮をぜひお願いしたい。 

 昨今、原油価格も上昇している中、国内の製品価格も上昇しております。非常に大きな価格の動きが今

の石油取引の中でもあるわけですけれども、それをもって単純に価格が大きく動いているから云々という

ふうにとらえられては我々としても取引に支障が出ますので、その背景、例えば原油の上昇とか国内での

需要の急増とか、そういうことが十分理解できる方々が監視していくことが必要ではなかろうかと思って

います。 

 いずれにいたしましても、今回、金商法の中で一体化されるということですけれども、商品先物という

ものは上場していることに意義があるということが関係者の中で共有されるところからスタートしていく

べきであると考えておりますので、どういう形でそれを共有されるのかについてはまたご検討いただきた

いのですけれども、ぜひその点についてお願いしたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。高井委員、どうぞ。 

 

○高井委員 

 私どもも総合商社で、当業者として商品の先物取引の仕組みを使わせてもらっておりますが、今、細井

委員がご指摘になったポイントは、当業者として非常に懸念するものであります。先ほど江崎委員からイ

ンサイダー取引とありました。証券の場合はインサイダー取引という表現を使いますけれども、恐らく商

品の取引の場合はインサイダーという概念は適用されないのではないか。むしろ相場操縦という概念だと

思うのです。 一つ例を挙げますと、例えば米国で石油の精製所が何らかの事故に遭って石油精製がとま

ってしまった。その石油精製を行っている当業者が、例えばニューヨークのＮＹＭＥＸ市場で自分たちの

製品の不足分を現受けするつもりで買いを入れましたということまでインサイダー取引ではないかと言わ

れてしまうと、商品市場としてのヘッジの場として使えなくなります。金融の世界でこうだということが

コモディティの世界では必ずしもイコールではない。そこのところはぜひ経済産業省と一緒に金融庁がし
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っかり見ていただいて、必要であれば、我々のような当業者、石油業者、また他の業者と十分ディスカッ

ションする場を持っていただいて、ご理解をいただきたいというのが第１点です。 

 第２点は、そこから派生する部分でもあるのですが、私は、商品の先物取引というものは、投資家がい

っぱい取引してくれる商品だったら何でもいいから上場したらいいじゃないかというものではないと思う

のです。商品先物取引というのは、産業政策とかエネルギー政策の上で必要と思われるようなコモディテ

ィを上場して、そこでプライス・ディスカバリーと価格のリスクヘッジ機能を提供してもらうというのが

存在意義です。例えばですが、３・11 以降、我が国の電力市場は大変な危機に陥っている。今いろいろな

議論がなされていて、そのうちの一つの議論が発送電の分離を通じて日本の電力市場に市場メカニズムを

導入することによって需給を調整していきましょうと。そういう議論がようやく始まっているわけです。

ですから、そういう議論の流れの中で、今度新しくできあがってくる総合取引所が、例えばスポットの電

力価格の形成に寄与する、そしてそこから派生してくる先物価格とかオプション価格とか、こういうデリ

バティブ、そういうところの市場形成をしていただいて、発電の業者であったり電力の需要者であったり、

はたまた投資家であったり、いろいろな種類のプレーヤーがそこでヘッジを行う、電力の需給調整を行う

というようなことをぜひやってもらいたい。 

 申し上げたいことは、受け身で取引所を経営するのではなく、よりプロアクティブに、商品市場を産業

政策、エネルギー政策に組み込んでいくというアプローチで、ぜひとも産業インフラとしての仕組みを創

造していってもらえればと思います。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、橘川委員、どうぞ。 

 

○橘川委員 

 朝から別の会合があったので、遅れまして、申しわけありませんでした。商品先物市場の活性化という

ことは非常に大事なことだと思います。特に東工取の石油の取扱高等を見ていると、2005 年くらいからか

なり大きく減ってきている状況があります。ただ、そのやり方として、取引所を統合することの効果と独

自の活性化策との効果をあわせてやっていかなければいけないと思うので、統合でどこまでできるのかと

いうことをきちんと見分ける必要があるのではないかと思います。 

 そして、先ほどから議論になっていますけれども、１ページの金融担当大臣が主管になって物資所管大

臣との協議、措置要求という話です。私、昨日もエネルギー問題で基本問題委員会をやっていたのですけ

れども、率直に申しまして、今、原発大臣と経産大臣の関係などを見ていますと、こういう仕組みに対し

て不安を感じるところがあります。さらに、今、政治主導ということが言われていますと、大臣同士の関

係がややこしいというだけではなく、率直に言うと大臣の属人的な要素によって政策が動くという面もあ

ると思いますので、商品市場活性化のためにも、一種属人的にならないように仕組みをきちんとつくる、

そして活性化策については統合だけでは済まないということをきっちり見る、この２点が重要なのではな

いかと思います。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。ほかにご意見はございますでしょうか。 

 

○佐藤委員 

 農産物という立場からお話をしていませんので発言させていただきます。７ページ等に、石油製品市場

とかゴム市場は価格指標になっている、受渡し等が難しいというお話がありましたが、まさに農産物も同

じでありまして、取引所においてどういう扱いをするかというのは、その辺の専門性がなければ簡単には

対応できないのではないかと思います。ご存じのように食糧自給率がそんなに高くない日本において、食

糧は海外に依存する部分が多い。輸入農産物を今後どのように扱っていくかというのは、前回もお話しさ

せていただきましたように貿易の自由化がどのように動いていくかによって大きく変わってきますが、い

ずれにしても自由化になるであろうということを想定しての準備をしなければいけないと思います。なる、

ならない、もしくは賛成とか反対ということとは別に、戦略的に対応すべきである。 

 先物取引の機能という意味で言いますと、日本は経済大国であり、与信リスク等は今のところ他の国に

比べて格段に低いという前提で考えますと、物を外から買うときに、他の国よりも有利な条件で買える、
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輸入できるということがなければ私はおかしいと思います。どこの国でも同じような条件とか、他の国よ

りも悪い条件になってしまうということは、その国の力が反映されるわけでありますから、そんなことは

ないと私は思っています。そんな中で先物取引というのは非常に重要な役割を果たす。要するに、海外で

値段が決まるということがよく言われますが、先物取引があることによって、よりよい条件の取引ができ

るということが一つの大きな機能ではないかと思います。トウモロコシとか大豆とか輸入しておりますけ

れども、その先物市場を基準に値段が決まっているということも現実的に存在します。あまり外には言わ

ないだけであって、現実には存在している。今はかなり落ち込んできていますけれども、そのような機能

を今後しっかり維持して発展できるような状態にすることがまさに国益にかなうことになるので、その辺、

十分検討をしていただきたいと思います。 

 一元化については、物資所管大臣との一元化の関係性がわかりづらいのですが、一元化というのはどう

いうことなのかということを明確にしなければいけないのではないか。一元化が市場参加者にどういうメ

リットを与えてくれるのかということを明確にするべきではないかと思います。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。では、オブザーバーの方。 

 

○オブザーバー 佐野主婦連合会事務局長 

 商品、証券・金融の取引所の統合化は、国際化が進む中、やはり時代の流れだと思っています。しかし、

その一方、投資家や委託者の保護制度の充実、そして拡大も、やはり時代の流れだと思います。規制の強

化が市場の縮小につながっているような発言がありまして、特に不招請勧誘の禁止が市場縮小の原因だと

いう指摘も先ほどありました。しかし、私はそうではないと思っています。不招請勧誘禁止は事業者にと

って取引の健全化へ向けた措置であり、もしそれが市場縮小の原因になるとするのであれば、もともとそ

のような取引は健全な取引ではなかったということだと思っています。行為規制が違うことによって矛盾

を生じさせる、私は、それは全く同感であります。よって、その先が違うのですが、高いハードルにあわ

せ、被害者を出さない、苦情もないような、健全な市場を形成していくべきではないかと考えます。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。では、大田委員。 

 

○大田委員 

 私も先ほど佐野さんがおっしゃられたこととほぼ同感でございまして、法規制を緩和することが即活性

化につながるという議論は余りにも乱暴でして、これまでいろいろな法規制が考えられた中でも、市場に

対する信頼性を確保するために必要なものとして法規制がなされてきた。商品先物取引については、過去

のいろいろなトラブル等を踏まえて、不招請勧誘禁止の導入に踏み切らなければいけないような事情があ

ったからこそ、そういうふうになったわけでありますし、市場の活性化もあわせて議論された中でそれが

出てきていると思いますので、当然のことながら、過去の悪いイメージを払拭するという意味では、これ

を続けていくことがむしろ市場の信頼性を高める。 

 それから、これまでは商品先物のトラブルが余りにも目立ち過ぎたということがあるのかもしれません

が、商品先物以外の金融デリバティブによる被害等についても無理解な一般投資家の参加によって被害を

こうむっているという実情がありますので、市場の信頼性を確保する意味でも、今後、金融デリバティブ

と統合していろいろ規制を考えていく中では、むしろ商品先物のいろいろな規制の中で出てきたノウハウ

を十分反映させて検討していくべきではないかと、そのように考えております。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。では、荒井委員。 

 

○荒井委員 

 せっかく産業インフラとしての商品先物取引の機能の重要性とか国益の問題の議論が出ている今のこの

段階で、委託者保護の重要性あるいは規制がどうあるべきかという議論をするのは、私、あまり本意では
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ないのですけれども、前回以来の流れから申しますと、委託者保護は大事です。しかし、一方で活性化と

の関係のバランスを考えてやらなければいけないのではないか。ここ10年ほどの間は、振り返ってみると、

そこが少しバランスを失しているのではないかということを申し上げたかったわけでありまして、きょう

のメインの議論は恐らく行為規制のあり方の問題ではないと思うのです。ただ、あと２回予定されている

わけでありますので、あと２回のところでその方向についての議論をもう少しすることを主務省としても

お考えいただければありがたい。バランスを考えていくことが一番肝心なところではないかということを

申し上げたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、池尾委員。 

 

○池尾委員 

 私はいろいろな関わりを持っていまして、商品市場の発展ということももちろん私の関心事項の大きな

一つですけれども、金融論専攻の経済学者としては日本の金融資本市場全体の発展・活性化ということも

非常に大きな関心を持っていまして、そういう観点から前半の議論をずっと聞かせていただいていると、

きょうは商品市場の固有性とか独自性とか、そういうことを強調するご意見が非常に強かったと思うので

す。 

 確かに商品市場はそういう独自性、固有性を持っている面があるわけでありまして、例えば、前政権の

もと、経済財政諮問会議で 初に総合取引所という話が出たころは、とんでもない話だという趣旨のこと

をおっしゃる方が商品業界の中に少なからずおられて、商品と金融を一緒にしてもらっては困るというふ

うな発言すら数年前まではあったわけです。ところが、ここに来て、一方で商品市場単独で存続すること

がなかなか難しいのではないかという状況が出てくると、総合化、一元化という議論が出てきている。商

品先物市場もそうですけれども、正直言いますと、日本の金融資本市場全体の発展にとって今後行おうと

している制度整備がどういう意義を持っているのか、本当に活性化につながるものなのか、そういう視点

からの議論がもう少しあってもいいような気がします。ここは商品先物分科会ですから商品市場の利益だ

けというのはそうなのかもしれませんが、独自性はありながらも、一元化を目指す限り、日本の広い意味

の資本市場、デリバティブ市場を含む意味の資本市場全体の発展という観点を含めて議論する必要がある

のではないか。特に制度設計ということになると、制度設計の思想の中にはそういう観点がしっかりない

と、ちょっとまずい。別々にやってきたがゆえに実態的に違うところがあって、そのためにいろいろ配慮

しなければいけない。そうした技術的な側面も含めて、そこの議論が実際上非常に重要だということは私

も認識していますけれども、一元化を目指す限りは、ある程度は志の高さが必要だと思います。変な意見

を言いましたけれども、そういうことです。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 

 初に申し上げましたように、あくまでも取引所が統合する場合の新しい仕組みのあり方と事業者規制、

この点に限定しておりますが、この点で、ほかにご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 この問題は現時点では金融商品取引法の改正という枠の中での議論にならざるを得ない部分があるだろ

うと思うわけで、金融商品取引法が改正されて商品先物取引法と一国二制度になってしまうという危険性

が出てくる、そこでアンバランスが発生するとちょっとまずいということでありましょうし、また、改正

をする趣旨としては、日本の商品先物市場の活性化と、そして先ほど池尾先生がおっしゃったように日本

の資本市場を含めた全体の活性化に役立つものでないといけないだろう。こういう視点から考えていくと、

法改正はしたけれども、つぶれてしまったのではどうしようもないわけで、そこのところ、どういうふう

に金商法を改正していただくのか。こういう視点で議論しないといけない。また、それを改正すると商品

先物取引法の方にも当然影響が出てくるわけでございまして、やはり志高く、どうあるべきかという思い

を持って議論すべきだなということだろうと思います。 

 繰り返しですが、現在、当業者の方が自己取引をされている。これが金商法改正になってしまって総合

取引所の方で取引できなくなってしまってはどうしようもないわけで、そういった方々がそちらに入って、

そちらで活性化するということを目的としているとするならば、金商法の改正においても手当てをしない
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といけない。ここはあくまでも産業構造審議会の商品先物取引分科会でございまして、金融商品取引法の

改正を議論している場ではございませんので、なかなかそこが難しくて、むしろ金融庁のサイド、法改正

のところで、どうあるべきかというこちらの議論を取り込んでいただかないといけないのではないかと思

うのですが、閣議決定もあった等、法案の段階にまで来ているとするならば、一つの国において全く違っ

た法制度になってしまうのは少しまずいので、できるだけ近づけていく。荒井委員がおっしゃったように

バランスが失われてしまっているのはやはり問題があるだろう。それをどちらの方に近づけるか。次回、

活性化のあり方とか、そういうことも含めていろいろとご議論があるだろうと思いますが、前半は、まず

事業者規制の問題と仕組みのあり方について、ご議論いただいたわけでございます。 

 時間の関係もございます。この議論はこれで終わりということではございませんで、またご議論いただ

ければと思いますが、本日の議題として、残された部分、清算機関、保護基金、自主規制機関のあり方に

ついてご議論いただければと思います。ある意味で非常にテクニカルな部分も含んでいるかと思いますけ

れども、この部分については違いが際立っている部分だろうと思いますので、そういった部分について、

引き続きでよろしくお願いします。 

 

○江崎委員 

 清算機関にしろ、保護基金にしろ、将来的には基本的に金融商品もコモディティも一本になるのが望ま

しい、これは全くそのとおりだと思います。ただ、それぞれ実態が違うものですから、いろいろ工夫をい

ただいているということだと思います。 

 その中で４ページの保護基金です。枠内にありますように、商先業者については当分の間は投資者保護

基金への加入を免除する等の特例が提案されていますけれども、例えば外資系の証券会社等で、投資者保

護基金にも入っているし委託者保護基金の方にも入ってコモディティもやっているという証券会社があり

ます。そういう場合に、今度の新しい統合取引所ではどのように扱われるのでしょうか。これはそこのと

ころは直に触れていなくて、片一方だけに入っていればいいと。例えば外資系の証券会社は投資者保護基

金に入っていれば統合取引所でコモディティもやれるというふうになると、現在の委託者保護基金からそ

ういう外資系の証券会社等が離脱してしまう可能性がある。そうすると、みみっちい話ですが、保護基金

の経営がなかなか厳しくなっていくことが考えられます。こういう点についてどういうふうに手当てをし

たらよいのか。私もいい案がないのですけれども、そういう問題があるのではないかという気がします。

将来、一本化すれば問題はないのですが、それまでの過渡期の問題としてです。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。では、川村委員、お願いします。 

 

○川村委員 

 ３ページ、清算機関のあり方の関連で、これの読み方について、意見といいますか、確認です。下の囲

みの中の「当面は、現行の商品先物清算機関が引き続き清算業務を行うこととしてはどうか。」という表現

は、端的に言えば例えばＪＣＣＨのみがやるというふうに読めてしまうのですが、前回の議論から、一元

化だと。ただ、一元化といっても、規制の一元化は優先すべきだけれども、白地のキャンパスに絵を描い

ているものでない以上、実際は、現在ファンクションを持っている機関はそれなりに生かしつつ、1.5元化

ぐらいのプロセスを経て将来的に一元化と、こういう概念でほぼマジョリティのご意見だろうし、私もそ

う思っています。加えて、ここは金商法改正の議論の場ではないということでありますが、所轄の法律が

金商法になると、今度の商品デリバティブが金商法上の金融商品という位置づけになる。現在、クリアリ

ング機構（ＪＳＣＣ）が金融商品の清算をやっているわけです。 

 そうすると、３ページの読み方として、私の理解としては、金商法上の清算機関も清算できるし、もち

ろん商品のＪＣＣＨもできる。また、この両者がどういうコラボをするのか。単独でそれぞれ別々にやる

のか。利用者の利便性から考えて、例えば連結してアライアンスを組むとか、ぶら下がるとか、そこはビ

ジネスベースのいろいろなやり方があると思います。また、参加者からしてみますと、実はクリアリング

のデフォルトが一番恐ろしいわけで、このシステミックリスクを恐れて、クリアリング機構の財務内容や

資本金、ありていに言えばクレジット、信用力に着目していくわけであります。そうすると、一般的に、

クリアリング機関に対する信用力が強いところにより行きたい、ということになったときに、現在は両ク

リアリング機関の資本構成とか財務基準はさまざま違っていると承知しているわけです。そこをどっちか
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一義的に決めてしまうのではなくて、両方できて、その後どういうコラボでいくかというのはビジネスベ

ースでやってくださいというのが、この制度を実質化することだと思うのですが、ここの表現ぶりが、ど

ちらか一方、端的に言えばＪＣＣＨに限定するように読めてしまうので、そうではないのだということを

確認したいと思います。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 川村委員に対するお答えは、これはポンチ絵で単純化しておりますけれども、正確に言うと、制度をつ

くるということでありますから、現行の商先法上の清算機関、具体的にはＪＣＣＨが金商法上の商品デリ

バティブも扱い得るような制度的な対応を可能にするということでありまして、ぶら下がるのか、ネッテ

ィングするのか、リンクを張るのか、海外で複数の清算機関があるような事例とか、極端に言うとインハ

ウス１つでやるとか、いろいろなやり方がもちろんあると思います。それは統合の姿が明らかになる中で、

まさにビジネスベース、あるいは取引参加者も含めたところで調整していくということだと承知していま

す。ここでは少し単純な記述をしているということであります。 

 

○尾崎分科会長 

 では、オブザーバーの高橋さん、どうぞ。 

 

○オブザーバー 高橋日本商品清算機構社長 

 日本商品清算機構の高橋でございます。清算に関する議論が先行しましたので若干後追いになってしま

う感じがありますけれども、少しお時間をいただきたいと思います。 

 当社日本商品清算機構は、現在３取引所 11 市場 28 商品の清算を実施しておりまして、複数のデリバテ

ィブを一体的に清算することの意義、またその難しさ、課題、こういったことについては、創業以来７年

間たっておりますけれども、その間、認識をしてきているわけでございます。その上に立って申し上げま

すと、総合取引所の清算業務を一体化することについては、理念としては意義・効果があると考えており

ます。例えば、システム等清算インフラの部門が共通化できれば、当然ながらコストダウンにつながると

いうことはあります。これは現に当社も実現をしているわけでございます。それから、複数種類の取引に

関わる金銭の受けと払い、要するにやりとりです。清算機関は基本的には証拠金、そして値洗いに基づく

差損益金の受け払いをやっておりますけれども、そういったものが簡素化できるというようなメリットも

ございます。これも当社は、商品取引の中ではありますが、現実化しているわけであります。当社ができ

る前、値洗い等々は各取引所ごとに、すべてばらばらに行われていたものを一体化しているという意味で

は簡素化をしているわけであります。 

 それから、これは皆さんがおっしゃっていますが、制度等が共通化できれば、隣接の業界から新規参入

の可能性が増大する。そういった意味では、ひいては取引の拡大につながるということもメリットとして

考えられます。さらに、全体として市場の安全性、信頼性が向上するという期待が持てる等々、そういっ

た意味ではメリット、効果、意義があろうかと思っておりますし、これらはトータルのコストパフォーマ

ンスの向上につながることでありまして、取引業者、投資家、お客様もメリットを享受可能というふうに

考えております。他方で、これも縷々出ておりますけれども、商品の清算と金融商品の清算とでは、その

性格とか歴史的経緯によりまして、ルール面、実態面で違いも多いわけでございます。これはご案内の方

も多いと思います。 

 数点挙げますと、当然でありますけれども、商品取引の清算特性として現物受渡しというものがござい

ます。この決済が必ず伴うわけであります。それから、実態面でありますけれども、商品と金融商品とで

は、ボラティリティ、要するに価格変動でありますが、こういったものの程度がかなり異なっております。

そういった意味で、リスクのありようがかなり異なる取引を共通のベースで行うということは、なかなか

簡単ではないわけであります。我々も今28商品の清算を行いながら、そういったリスク管理のあり方では

大変苦労をしているわけでございます。商品と金融商品ではさらにその度合いが違うということもござい

ます。それから、取引業者の財務要件等の基準の相違が清算資格にも反映しておりますので、この資格要

件も違っております。その結果もありまして、実際上、現時点では清算参加者の顔ぶれは全く異なってい

るわけでございます。さらに、若干実務面でありますけれども、非常に影響が大きいこととして、商品と

金融商品の清算では方式とか証拠金の扱いで大いに相違があるわけであります。幾つもあるのですが、例

えば申し上げますと、顧客資産の預託とか分別保管の方法がかなり違っております。法律用語を使えば、
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商品取引では顧客の証拠金の３割ないし４割が差換預託になっておりますが、証券・金融の方ではほとん

どないというふうに伺っております。 

 それから、証拠金としての金銭代用物――充用有価証券という言葉を使っておりますけれども、その充

用物の扱いが違っております。例えば商品では、証拠金預託の一方法として、ＬＧ、銀行保証が認められ

ておりますけれども、金融商品取引法では認められていないというような違いがございます。これもかな

り商品取引業者は使っていただいております。さらに言えば、日々の決済の実行方法、これは日々の資金

の決済でありますから大変重要でありますけれども、損益金、また証拠金の受けと払いのタイミング、時

限が、これまた証券・金融と商品では違っている。細かい問題でありますけれども、これも利用者から見

ると非常に大きな問題ということでございます。等々、たくさんございますけれども、一例を申し上げま

した。 

 したがって、ここから先が私の今のところの見方でありますけれども、清算の一体化はさっきも言いま

したように確かに価値はあるわけですけれども、直ちにこれを追求しますと制度運営上の混乱とか支障が

生じ得ます。したがって、既存の商品取引業者の方々、またお客様にとっても大きな問題が生じるおそれ

があるわけでありまして、これがひいては取引所の統合の阻害要因になってしまうかもしれない。そうい

った意味では慎重に扱う必要があるということであります。このようなおそれを払拭するためには、ここ

に記載されますように、商品取引の清算については商品の清算機関が現行と同様に行うといった現実的な

対応、取り扱いが必要ではないかと考えております。その場合において、商品の清算業務の運営に問題が

生じないようにという点と、それから、これも当然だと思いますが、顧客また取引業者の利便が図られる

ような工夫がぜひとも必要であると考えております。今、私も確たる案はありませんが、そういった意味

では、仮にこの種の清算機関が並立した場合、その間の連携とか、コーディネーションとか、そういった

ことは今後とも考えていかなければいかんと思っておりまして、その結果として顧客の利便性が向上する

ことを目指したいというふうに思っております。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 結局、当面という形で行くならば、いろいろな差がどうもありそうな感じです。ただ、将来的に一元化

するならば、そのあたりの部分もどういうふうに考えていくのか、これは当然議論にならざるを得ないわ

けで、いわゆる慣行として存在していたものなのか、それとも先物取引に本質的に必要なものなのか、こ

ういう選り分けが恐らく必要になってくるのだろうなという感じはしておりますが、そういうところもこ

れから検討していただかなければと思います。個人的な感想を申し上げて申しわけございません。 

 では、岡地委員、どうぞ。 

 

○岡地委員 

 清算機構の問題に関してですけれども、確かに高橋さんもおっしゃるとおり、清算機構の一元化・一体

化の意義といいますか、一般論的には当然その方が合理的ですし、効率的であるということは十分理解い

たします。ただ、現実に制度面がかなり大きく異なっているという実態もあるわけです。これは先ほどの

商品市場参加のハードルとか業者規制にも絡みますが、クリアリングハウスとの受け払いのタイミングと

か差換預託、ＬＧ制度の部分で、金商法にも差換預託制度はあるのですが、内容が大きく異なっていると

いうことでございます。商先法における差換預託あるいはＬＧ制度は、リスク担保としては有効に機能し

ておりますし、問題が生じたことも過去一切ございません。多くの商先業者が現在の制度は業務上不可欠

であるという認識を持っておりますので、この部分におきましては一体化後も制度としてぜひ存続はして

いただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 ありがとうございました。多々良委員、どうぞ。 

 

○多々良委員 

 保護基金として意見を申し上げます。ペイオフについても「基本的には、金融商品取引法上の投資者保

護基金として措置することが望ましい」とございますが、米等の特定商品が総合取引所構想の対象外とな

った場合、この部分につきましては商先法に基づく委託者保護基金がペイオフの業務を行うことになると

考えております。 
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 それから、金融商品の分離・保管・保全方式は信託のみの一方式であります。私どもの商品先物の保全

方式は、信託と金銭預託、銀行保証、代位弁済の４方式を組み合わせたものとなっておりまして、制度上、

大きな違いがあります。委託者保護及び流動性資金の確保の観点から、今後ともこの４方式を継続される

ことが も重要なことだと考えております。なお、当基金が発足後、過去の弁済事故においても、当業界

の分離保管方式が有効に機能いたしまして、委託者債権額が１億円を超えるような大口の債権者を含めて

委託債権が100％完済されておりまして、その結果、ペイオフ弁済に至った事例はまだ１件も発生していな

いということは、成果として特筆すべきことではないかと自負しております。 

 それから、分離保管制度の将来構想を申し上げますと、将来は欧米の分離保管制度を念頭に置いた制度

の改革が必要だということをぜひお考えいただきたいと思います。 

 それから、保護基金の 後として、前回の分科会では、商品デリバティブを行う場合には新たな基金を

創設してペイオフ資金を造成すべき旨、申し上げました。しかし、負担問題等を考慮しますと、「既に委託

者保護基金に加入している商品先物取引業者については、投資者保護基金への加入を免除するなどの特例

を設ける」とございますので、現在認められている委託者の権利が阻害されない仕組みが維持されるとい

うことを前提として、容認せざるを得ないと思っております。しかし、この前も申し上げたと思いますが、

商先業者の中で当基金と投資者保護基金の双方の会員になっている者が経営破綻した場合、その取り扱い

が委託者に不利になるのではないかという考えも一部ございますので、その辺のところは明確にしておく

必要があると思います。 

 それから、取引員の立場として証拠金等の受け払いとか、そういうことで清算機関に対してお願いして

おきたいことがございます。特に強くお願いしておきたいことは、高橋社長や岡地さんがおっしゃったと

おりですので、あえては申し上げませんが、清算機関の直接の関連ではございませんが、証拠金の預託の

方法が商品先物業界では昔から伝統的に差換預託という方法で、当社も当然これを利用しております。ま

た、銀行保証、ＬＧ、これが利用されております。これらの預託方法が金融商品取引法の分別管理制度の

もとでは事実上差し換えが不可能であったり、ＬＧそのものが認められないと認識しております。ですか

ら、すぐそういう形になりますと資金繰り等に非常に影響を及ぼすので、主務省、特に金融庁では十分に

考慮していただきたい。現行の預託方式に大きな変更がなく、継続できるように配慮してほしい。これを

強くお願いしておきたいと思います。以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 では、三次委員、どうぞ。 

 

○三次委員 

 統合取引所ができることによって商品市場の流動性が現在以上に減少することがないような仕組みづく

りが必要だというのは皆さんも認識していらっしゃるところだと思うのですが、個人投資家から見た場合、

前回も申し上げましたが、取引所取引、国内の商品先物取引をあえて選ぶメリット、動機づけを与える、

そういう仕組みをつくることが統合取引所の中で流動性が上がっていく一つの理由になるのではないかと

思っています。その中で、３ページの「清算機関のあり方について」のところですが、これは私の個人的

な考え方ですが、個人投資家の方があえて国内の取引所取引を選ぶメリットとして必要だろうと思われる

ことが２つありまして、それは金融デリバティブと商品先物取引、国内の取引所取引の口座の一元化、プ

ール計算ができるというのが一番大きなメリットになるのではないかと思います。２つ目は、税制が統一

されること。現在、金融のデリバティブと商品先物は統一されていますけれども、証券とは統一されてい

ないので、この２点がそろえば、個人投資家が国内の取引所取引をあえて選んでくるメリットはかなりそ

ろうのではないか。と考えますと、清算機関のあり方は口座一元化というところと非常に密接に関わって

くるのではないかと思います。私が勉強不足であれば大変申しわけないのですけれども、商品と証券、当

面は２つの清算機関があるという方向で行くように見受けられるのですけれども、そうなった場合、値洗

いを一つにプール計算できるようにするというのは、仕組み上、可能なものでしょうか。どなたにお聞き

すればいいか、わからないのですけれども、それがちょっと疑問にあります。 

 

○尾崎分科会長 

 それでは、オブザーバーの金融庁に答えてもらいましょう。 
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○オブザーバー 古澤金融庁市場課長 

 では、口座一元化の問題と、先ほどインサイダー取引の話もございましたので、金融庁関係で２点、テ

クニカルな点だけ申し上げます。 

 結論から申し上げますと、口座一元化につきましては、まさにこれから検討になってこようかと思いま

す。総合取引所になったらすぐに口座一元化が実現するという関係にはございません。分別管理とか清算

機関の仕組み方と一体になるところでございまして、そこは総合取引所の具体的な姿が見えたところで、

また整理した上で議論していきたいと思います。今までは証券会社サイドの方から、口座一元化のために

何が必要なのか、金融庁として相当いろいろお話を伺っている状況でございます。もし機会がございまし

たら、商品の世界、我々の知らないこともたくさんあろうかと思いますので、教えていただいた上で検討

させていただきたい。口座一元化の実現のためにいろいろなレベルで検討が必要だと思います。自主規制

機関の問題も出てくるかもしれません。そういうところまで含めて検討させていただきたいと思っていま

す。 

 それから、先ほどインサイダー取引の件が高井委員からも御発言ございましたけれども、インサイダー

取引にフォーカスして議論するとややミスリーディングかなと思います。インサイダー取引にフォーカス

するのではなく、相場操縦の問題も含めた不公正取引の問題全体について、どういうふうに取り扱うかと

いうことかと思っております。いずれにせよ、具体的に設定する上では、高井委員からございましたよう

なことは常識的に起こってはいけない話だと思いますので、よく協議しながら議論させていただければと

思っています。そういう意味で、答えになっていないようなところもあるかと思いますけれども、また教

えていただきながら検討していこうと思います。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。高橋社長、何かございますか。 

 

○オブザーバー 高橋日本商品清算機構社長 

 口座一元化の話は確かにそういうニーズが大きいというのは、私もよくわかります。むしろ私がユーザ

ーだったらそう思うなということでありまして、したがって、その方向に何とか検討していくということ

は金融庁のおっしゃったとおりであります。 

 そこで、これから先、私も考えないといかんと思っていますけれども、機関の一元化と清算の一元化は

同じ意味かどうかというところはあり得るのではないだろうか。先ほど川村委員が 1.5 元化といみじくも

おっしゃいました。それに私も概念が近いのかもしれませんが、そこは清算機関間の連携とかコーディネ

ーションをうまくすることによって、完全一体化ではないけれども、一体化に近いようなことが何か追求

できないかということが私の頭の中にありまして、これから先、まさにこれを踏まえた上での検討になっ

ていくのだろう。そういう意味で、主務省、金融庁、そして金融商品の清算機関等ともこれからいろいろ

検討が進んでいくだろうし、私もそれなりに考えていきたいと思っております。ただ、技術的には、例え

ば法定帳簿等に違いがあるとか、口座の一元化には多分かなりのハードルがあると思います。そういった

点も含めて、すべて、これはまさに主務省も考えなければいかんと思いますけれども、そういった技術的

な点はかなり多いということはあると思いますので、あまり簡潔な感じではないですが、そこはかなり考

えていかなきゃいかんと思っているところでございます。以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 相当テクニカルに、どういう部分を整理していかないといけないのか、洗い出していただければと思っ

ております。では、荒井委員、どうぞ。 

 

○荒井委員 

 総合的な取引所が実現した場合の自主規制機関のあり方ということで資料３の中で１ページ割いていた

だいておりますので、現在の商先業の自主規制機関、日本商品先物取引協会の立場で、一言、要望を申し

上げておきたいと思います。 

 私どもの会員で国内の取引を行う会員は、平成11年から14～15年ころまでは110社、100社を超えてい

ました。昨年１月に改正法が全面施行されて、その段階では33社になって大変減ってきたわけであります

が、昨年の改正以降に証券なり銀行関係からの参入がございまして、現在、数の上では59社ということに
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なっています。国内を取り扱われる業者はやはり33社で変わりません。もっとも受託から取り次ぎに変わ

った会員ももちろんあるわけですが、それを含めて、つまり我々の協会の中の会員は、商品先物だけを取

り扱うのではなくて、ＦＸ取引を扱われる、あるいは証券を扱う、そういう会員の構成に変化してきてお

ります。私どもの役割としてコンプライアンスを考えていくにつきましても、会員の実態から言えば、単

に商品先物だけを扱う業者ではない。金商法の規制と商先法の規制とで、業者規制にしろ、適合性原則に

しろ、あるいは行為規制にしても、違うところがございますので、我々の自主規制のあり方としてダブっ

ていろいろなルールが出てくるとまずいということで、重複がなるべくないように、２つの法律の間の整

合性をなるべく保っていけるようにということに配慮しながら、しかも、なおかつ、商品先物としての特

性を大事にしながら規制のあり方を考えてきて、法改正後、かなりの数の自主規制・規則の改正を行って

きております。今後、総合的な取引所ができてまいりますときに、この激動の時代でありますから、今の

我々日商協がそのままの形で残りたいとか残すべきだということを申し上げる気はございませんが、我々

が委託者保護並びに商先取引の透明化、公正・円滑化という目標を掲げて取り組んできた成果が、総合的

な取引所ができた暁にどういうふうに生かされていくか、そこを大事に考えて、なるべくそのノウハウ、

経験が生かされるような仕組みを考えていただければありがたい。 

 冒頭にご説明がありましたように、取引所がまずどういう形になるのか、その取引所に参加される商先

業者がどういう姿になるのか、これによって自主規制機関の形が全く変わってまいりますので、今は何と

も申せませんけれども、これまでの蓄積を生かせるような仕組みをお考えいただければありがたいという

ことでございます。よろしくお願いします。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。唯根委員。 

 

○唯根委員 

 要望とおっしゃられたので、私は消費者の要望として一言言わせていただきます。商品先物取引の制度

があることで、今まで皆さんがなさってきていただいたのは、私たち消費者の消費生活が安定して、そし

て物価高騰等を招かないで暮らせるところに効果を求めて、各当業者の方たちの取引も含めて価格安定の

効果を示していただいているのだと思います。であれば、取引所の今までの成果を今後も維持していける

ような統合のあり方であってほしいと思います。 

 それから、委託者保護でバランスを欠いたというご意見があったと思うのですが、前回の法改正のとき

に、プロ、アマを分けて、プロはプロの方々の利便性を図り、そしてアマの、消費者といいますか、こう

いう取引に全く向かないような方たちには不招請勧誘の禁止などで保護していただくということで改正さ

れたと理解しています。ですから、今回こういう形で金融庁の方に統合された場合も想定した場合に、委

託者保護の精神をきちんと維持していただくことは必要です。失礼ですけれども、金融業界は、商品取引

の方々が入った場合に仮にイメージが悪くなったりしたときに、商品取引のせいにされてしまうのではつ

まりません。こちらの不招請勧誘禁止のような委託者保護のいい制度の部分はしっかり金融業界の方にも

取り込んでいただけるよう、しっかりした制度設計をぜひお願いしたいと思います。私の感想になってし

まいましたけれども、以上です。 

 

○尾崎分科会長 

 どうもありがとうございました。まだまだご議論はあろうかと思いますけれども、ここらあたりでこの

問題について少し整理したいと思います。幾つかご意見が出たかと思います。これに対して事務局サイド

でご発言はございますでしょうか。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 一つは、金融庁の古澤課長からインサイダー取引とはちょっと異なるのではないかというご指摘もあり

ましたけれども、相場操縦についてリスクヘッジのカバー取引みたいな形でやっている、そういったとこ

ろは適切に考えてほしいということが何人かの当業者の方々からございました。その辺につきましては、

制度設計のみならず、運用面につきましても、ここに経済産業省、金融庁、農水省と並んでおりますけれ

ども、今回の関係者のご意見も十分踏まえながら協議をしていきたいと考えております。 

 もう一つは、口座の一元化に端的にあらわれてきておりますけれども、これまでの継続性の対応と、そ
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れから池尾委員から将来的な志の高い対応が必要ではないか、あるいは川村委員からは 1.5 元化、あるい

は段階的な対応が必要ではないかと。そういう意味で、今回は規制・監督の一元化周りの制度のあり方と

いう点では比較的骨格のところをお示ししたわけです。これは次回以降の議論になるかもしれませんけれ

ども、活性化の中で、ある段階までは実態を踏まえた対応にしても、これをその後どうしていくか。江崎

委員から外資系も含めて証券会社等が金融側の制度に移っていった場合の制度の維持の仕方とか、あるい

は多々良委員からは、当分の間の制度としては了解するけれども、その後どうするのかというご質問もご

ざいましたけれども、この辺をどうしていくのか。これは、実際に制度を立ち上げつつ、証券側あるいは

金融側の参入の度合いなども見据えながら対応していかなければならない面もありますけれども、将来の

市場の活性化のあり方をどうするか、また商品市場の活性化、そしてもう一つは健全性の確保というご議

論もございました。そういったところも含めまして、今までやってきたような自主規制のポテンシャルの

維持とか、あるいは私どもで対応してきたような監督の蓄積、そういった蓄積をどうやってこれからの制

度に生かしていくか、そういったことも含めて次回以降も検討をしていきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

 

○豊永商務流通審議官 

 少し補足させていただきます。ご審議ありがとうございました。統合ありきではないというご指摘があ

りました。全くおっしゃるとおりでありまして、これは前回のご議論でもお示しいただいたことなので、

心すべきことだと思います。 

 年末年始、韓国、シンガポールへ参りましたけれども、取引所の統合で商品が活性化した実績は全くあ

りません。これはそれぞれ理由があるわけでありますけれども、他方で取引所の競争力の強化にはなって

いる側面があります。だから、どういう側面から取引所の統合をとらまえるか。コストとか競争力とか、

システムとか、顧客の拡大という点ではプラスですけれども、それだけでいいかどうかというのはまた別

問題だという頭の整理をすべきでないかと思います。 

 それから、当業者が大事というお話がありました。全くおっしゃるとおりだと思います。市場構成によ

る差が金融と商品ではあると思っています。一つの大きな差は現物市場の規制があるかないかだと私は思

っていて、商品の大きな差は、現物市場が基本的に自由なことです。したがって、現物市場と先物という

規制下にある市場とのインターフェースをどうするかというところを皆さん気にされているわけですが、

それはインサイダーではないのではないかという頭の整理をすると、比較的理解が早いのではないかと思

っております。でも、このことが実は本質的でありまして、当業者が存在していて、それが取引所外で現

物をやり、またＯＴＣをやり、それで取引所取引をやる。これがベストミックスを構成し得るようなマー

ケット構成を日本が提供できるか。提供できないから、日本の商社がシンガポールに逃げているのではな

いかということを次回以降ご議論いただければと思っております。取引所が期近の取引が少ないのは当業

者が少ないからです。日本の取引所の当業者をもう少し拡大する方策が私は必要だと思います。 

 それから、池尾先生から統合の方向にというお話しがありました。私は決して水を差すつもりはなくて、

この間、同じ船に乗っていますという話をさせていただきました。それから、利用者よりは政治家の方々

の顔ぶれという話もありました。そのご懸念は全くなくて、金融庁とは早々と、統合取引所の発足に向け

て、もしくはそれに関わって、随分前から事務方の協議を開いて、どうやったら金融と商品の事業者の相

互乗り入れ、顧客の相互乗り入れが可能なのか、実態的に進めていく方策を考えようということです。こ

れは３回目から４回目にいただくご指摘を踏まえて、精力的にやっていきたいと思っております。 

 それから、商品上場の話がありました。商品上場の話はまさに産業インフラの商品市場の肝であります

ので、ぜひ私どもは積極的に行っていきたいと思っております。戦略的に行う必要があろうと思っていま

して、今の貴金属とゴムと石油類だけにとどまっているのはもったいないと正直思っております。時代の

ニーズからいえば、まさに電力なり今後の環境とか、いろいろなものに適用できるのか、できないのか、

議論があると思いますけれども、いずれにしろ、そのとき大事なことは、リスクがどこにあるのかという

ことを見きわめて、輸出入構造、日本の取引状況、これが寡占なのか、ある程度数があって取引所的取引

が必要か否かを見きわめる必要があると思っていて、それには少し慎重な議論も必要だろうと思っていま

す。 

 委託者保護について何人かの方からご指摘をいただきましたが、これは次回以降のこととさせていただ

ければと思っております。ただ、失礼を顧みずに個人的な印象を申し上げれば、取引所に入りたくない委

託者のご意見、お立場をおっしゃると同時に、使いたいと思う委託者のお立場の声もどなたかおっしゃっ
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ていただければと思います。どうやれば一般委託者は取引所の使い勝手がよくなるのかという観点からも

ご議論いただきたいと思います。委託者は入りたくないのに勧誘されるという局面だけで議論されている

ような気がします。いろいろな規制で守られているようになったと思っておりますけれども、商品取引や

ＦＸや日経 225 のようなものとして認知されなければいけないと思います。新しい一般の委託者が入り得

るようにするという観点から、行為規制がどうあるべきかという話をしていただければ幸いと思っており

ます。 

 それから、清算機関の話です。２つ併存しますけれども、これは繰り返しません。そういうことだと思

います。ただ、先ほどちょっと違いを強調する話がありましたので申し上げますと、ゆえにそこが統合す

る必要があるのではないかという問題提起がなされているのだと思います。その違いが、分科会長がご指

摘されたように特性から来る本質的な違いなのか、たまたま今の違いなのかということが大事で、その距

離を縮めることが利便であるならば、その努力をすべきだと思います。 

 基金について江崎社長のご指摘は非常に具体論で、私が間違っていなければ、今２つ入っている方々が

統合されて一体化された取引所で取引を行うときに、商品先物取引をなさるかなさらないか等々にもよる

と思います。しかし、基金に対する措置は、今入っている方は二重に入らなくても統合後の取引所の商品

先物取引ができますということなので、今入っていない方が統合後の商品先物取引をやるときには投資家

基金に入らなければいけないわけです。今、両方に入っておられる方々が金融商品をやるために投資家基

金に入っていらっしゃるのだったら、そっちだけでいいかもしれない状態が現出されると思いますけれど

も、他方で、目減りの議論については、事業者が減っても、この基金がお持ち帰りくださいになっていな

いように、この基金自体が、その人が抜けたためにその分を持っていかれるわけではないので基金として

は残存するということで、基金の存続そのものには直接の影響はないかもしれない。逆に、そうであるが

ゆえに、便宜に、今入っている方は、この基金に入っておられることでもって新しい基金に入られること

を当面免除するということになっているわけです。ちょっとわかりにくい議論でありますけれども、そう

いうふうにご理解いただければと思っております。 

 私が長くなり過ぎるといけませんので、大体以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 引き続きまして、資料４のご説明をいただきたいと思います。これはあらかじめ事務局の方で念のため

に準備していただいていた資料でございます。ご説明いただき、後でご質問等をいただければと思います。 

 

○石崎商取引・消費経済政策課長 

 資料４、「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）」です。先ほどご説明がありまし

たとおり、審議の効率化の観点から、とりあえず仮置きをしたという位置づけでございます。多少の補足

もしながら、ご説明をしたいと思います。 

 １は検討の背景と問題意識です。この前の論点をお示ししたペーパーにも書いてありますとおり、商品

先物取引、これがリスクヘッジや価格形成の場合として、いよいよ重要な産業インフラとなっていること。

それから、商品先物市場は累次の委託者保護の強化を通じて、苦情相談件数は減少している。一方、市場

自体の出来高の下落が続いてきている。 近ようやく、これまでの効果も出始め、出来高の下げ止まりが

見られるが、今後とも健全な市場の活性化が急務となっている。こうした中で市場活性化策の一環として、

総合的な取引所の創設の重要性が指摘されております。既に平成21年の法改正において、商品取引所と金

融商品取引所の相互乗り入れ、いわゆる持株会社方式などですけれども、これを可能とする枠組みを整備

したところでありますが、今回、さらに進んで証券・金融と商品を一体として取り扱う総合的な取引所、

すなわち商品取引所が金融商品取引所と合併・事業譲渡により統合した場合等の設立や運営を可能とする

枠組みを整備することで、商品市場全体の利便性や流動性の向上につながることを期待しているというこ

とでありまして、これは新成長戦略などの議論と軌を一にするものでございます。 

 ２からが今回ご議論いただきました証券・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で

す。柱書きの説明は省略しまして、（１）ですが、このような取引所については、現行法下では監督が重複

することとなるので、金商法に基づいての制度を構築する。ページをめくっていただきまして、先ほどご

説明したとおり、石油取引の際の受渡しなどの商品特性を勘案し、国民生活に影響を及ぼすような商品価

格の急激な乱高下等の緊急時対応とか、そのような場合の商品の上場審査、そういった商品市場の産業政

策的な観点を踏まえ、物質所管省庁の役割を維持することが必要である。 
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 それから、事業者規制のところでありますが、こういった取引所に参入する商先業者については金商法

上の金商業者となりますが、先ほどご説明し、おおむねこのような方向でご理解いただけていると思いま

すけれども、商品先物取引業者が円滑に参入し取引を継続できるように、商品先物取引のみを扱う事業者

を対象に必要な特例を設ける。それから③は、自己取引のみを行う当業者、商社、石油事業者、穀物事業

者等でありますが、これについては今後も円滑に取引を継続できるように、商先法と同様、取引所の取引

参加者としての位置づけを維持するということであります。 

 それから、（３）その他のところが清算機関とペイオフ、保護基金でありまして、清算機関については、

先ほどご議論いただきましたとおり、基本的には投資家の利便性等の観点から証券・金融の清算と商品先

物の清算との一体化を検討すべきである。ただし、当面は、現在の両取引の清算参加者の構成や清算方式

が異なる点を踏まえて、先ほどご説明したとおり、現行の商品先物の清算機関が引き続き清算業務を行う

ことを可能とするような制度的な対応を行うということであります。 

 それから、②はペイオフのところであります。基本的にはこれも金商法で扱いますので投資者保護基金

として措置すべきでありますけれども、当面は、二重に加入する負担の問題がございますことから、既に

基金に加入している商先業者については、投資者保護基金への加入を免除する等の特例を設けるというこ

とであります。 

 自主規制機関について除いているのは、今回のペーパーは今度改正するところの金商法に商品の側とし

てどういった対応を盛り込むべきか、それを要請すべき事項ということで整理したものでありまして、自

主規制機関につきましては法律上の改正事項そのものではございません。荒井委員からご指摘いただきま

したとおり、今まで自主規制機関のやってきたポテンシャルを活用するというのは非常に重要な論点であ

ると思いますけれども、制度上は金商法上の自主規制機関の位置づけとなるということであります。 

 ３番目に商品市場の活性化・健全な発展の方策です。商品市場の利便性や流動性の向上のためには、今

般ご議論いただきました総合的な取引所が創設されるだけではなく、商品市場の活性化、健全な発展の方

策についても検討すべきであるということで、これについては次回以降引き続きご議論をいただきたいと

考えております。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

○尾崎分科会長 

 このペーパーは前回までのご議論と事務局サイドで個別にインタビューして得られた情報に基づいてで

きたものだと理解いたします。したがいまして、本日の分科会でご議論いただいたものを加えていただい

て、より適切なものにバージョンアップしていただければよろしいかというふうに個人的には思っており

ます。 

 したがいまして、総合的な取引所の実現のための制度のあり方、これは伺っているところ、金商法の改

正が間近であり、法案が出るということですので、その中に法律文としてどういうところで反映すべきか、

また、その後の内閣府令とか、そういったところでどのように反映するか、さまざまな対応の仕方があろ

うかと思いますが、本則のところでどういうふうに対応すべきか、そこは法案との関係で議論があるかと

思いますので、本日のご議論も踏まえて要望する。こちらとしては 終的に答申としてまとめるところで

もまた出てくるかと思いますけれども、その際、よろしくご協力のほど、お願いしたいと存じます。 

 なお、こういったことに関してご意見がありましたら、事務局を通じて私の方にお寄せいただければ、

事務局と調整しながらまとめていきたいと思っておりますが、これでよろしゅうございますでしょうか。 

 本日の議事として目的とするところは一応これで終わりました。次回は商品先物市場の活性化・健全な

発展の方策に焦点を絞ってご議論いただきたいと思っております。なお、事務局の方からは、具体的に取

引所、取引事業者等関係者からのプレゼンテーションとかヒアリング等を実施したいという提案をいただ

いております。 

 なお、次回の日程に関しましては、おおむね３月中下旬を予定しておりますが、現在、事務局に調整を

お願いしているところでございます。日程が決まりましたら、事務局から各委員に連絡させていただきた

いと思っております。本日はご多忙のところ、長時間にわたり、かつ熱心にご議論いただきまして、まこ

とにありがとうございました。以上をもちまして、産業構造審議会第２回商品先物取引分科会を閉会した

いと思います。 

 どうもありがとうございました。 

――了―― 


